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国語
◎

絵で見てたのしくおぼえよう！ことわ
ざ・四字熟語じてん

西東社

日常に親しまれていることわざと
四字熟語を、それぞれ150個ず
つ示しており、意味や使い方を
併記している。

１ページごとにことわざや四字熟
語を紹介し、上段に文言とイラス
ト、下段は意味と使い方で構成
している。ことわざ、四字熟語の
順に記載している。カテゴリーご
とに並べてあり、最後のページ
に索引がある。

文字の大きさは見出しが28ポイ
ント、本文は11ポイントである。
全ページカラー印刷で、親しみ
やすいイラストが描かれている。
漢字には全て振り仮名を振って
いる。

紙質は厚い。
表紙は硬く、糸かがりで製本し
てあるため、十分な耐久性があ
る。

言葉の状態や結果を表わすイラ
ストが大きく描かれているため、
わかりやすく児童の意欲的な学
習につなげられる。また、漢字
への興味にも深められる。

国語
◎ 小学漢字　１０２６字の正しい書き方 旺文社

小学校で学習する漢字の正しい
書き方が示されている。すべて
の漢字に成り立ちや注意点のコ
ラムがついていて、より理解が
深まるようになっている。

小学校で学習する漢字が、学年
ごとに掲載されている。索引が
ついているので、漢字を調べる
こともでき、辞書の役割も果たし
ている。

誌面は３色刷りで分かりやす
い。小学校で習う音読み・訓読
みが掲載されている。すべての
漢字に振り仮名が付いている。

表紙は耐久性があり、しっかりし
ている。紙質は良く、丈夫であ
る。

書き順が一画ずつ書いてあるこ
とや学年ごとに漢字が掲載され
ていることで、漢字を覚えること
が苦手な児童や、書き順を曖昧
に覚えている児童が、視覚的な
手掛かりをもとに調べる際、抵
抗感なく扱うことができる。

国語
◎

ことば力が身につく！小１～小３語彙
力アップ・パズル（日本語）単行本（ソ
フトカバー）

実務教育出版

レベルに応じて1年生ででてくる
言葉、2年生ででてくる言葉、3年
生ででてくる言葉をパズル形式
で楽しみながら解くことができ、
語彙力がアップする。

レベルは3段階に分かれており、
1年生、2年生、3年生に出てくる
言葉になっている。

クロスワードパズルになってお
り、どこに入るかなど、わかりや
すく矢印で説明されている。

紙質は適当である。縦の長さは
２１ｃｍページ数は150ページに
なる。

学校の言葉を楽しみながら考
え、言葉に興味をもつことが出
来る。イラストや矢印で表してい
るため視覚優位の児童にはわ
かりやすい。

国語
◎

小学3年生から始める！こども語彙力
1200
考える力が育ち、頭がグングンよくな
る（日本語）

カドカワ

小学校を卒業するまでに覚えて
おきたい言葉をテスト形式で勉
強できる本。教科書に出てくる
語彙の定着はもちろん、中学受
験を視野に入れた語彙力の増
強を目標とし、実学年プラスα
のことばを、ちょっと背伸びして
勉強できる内容。

動詞、慣用句、外来語、二字熟
語、三字熟語などの項目に分か
れており、語彙力を増やすこと
が出来る作りになっている。例
文を見ながら、意味をつなぐ作
業もある。

イラストで言葉のイメージをつか
みなら、関連する言葉も書いて
ある。

紙質は適当である。縦の長さは
２２ｃｍページ数は247ページに
なる。

項目ごとに分かれており、知ら
ない語彙を増やすことができる。
イラストで表していることも多い
ため視覚優位の児童にはわか
りやすい。

国語
◎ ばけものつかい クレヨンハウス

お化け屋敷に引っ越したご隠居
が毎晩現れるお化けに仕事をさ
せるという落語である。昔からあ
る落語を絵本で分かりやすく伝
えている。

内容に対して分かりやすく挿絵
が載っている。

比較的平仮名が多いので読み
やすい。

ハードカバーで耐久性がある。

落語の話を絵本でまなぶことが
できる。文章だけでは話の内容
を想像しにくい児童にとっては、
挿絵が多いので話の内容を理
解しやすい。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）
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国語
半日村 岩崎書店

半日しか陽が当たらない寒い村
に、陽が当たるように一人の若
者が奮闘する物語である。

見開き２頁が１場面で、左右どち
らにも文章が書かれている。

初めて出てきた漢字には振り仮
名が付いている。文は分かち書
きになっており読みやすい。

表紙は硬い紙で、製本はのりと
じであり耐久性がある。

挿絵が大きくはっきりしているた
めに視覚的な情報を得やすい。
「どんな困難なこともみんなで協
力すればやり遂げることができ
る」等テーマなど読み取りの学
習教材としても適している。

絵が多く描かれているため、児
童が興味をもちやすい。単語の
意味が分からない児童には絵を
見ながら正しい単語を覚えるこ
とが出来る。

イラストや絵が多用され、視覚
的に優位な児童の指導に適して
いる。また、低学年児童の興味・
関心を引く内容となっている。５
０音順の表記や索引など、言語
に親しみやすい構成となってい
る。

視覚的な情報が優位な児童に
とって絵が多く描かれ、児童が
興味をもちやすい。５０音順の表
記や索引など、言語に親しみや
すい構成となっている。挿絵をも
とに本を手に取り、語彙を増や
すきっかけとなる。

国語
どっちがへん？　スペシャル 紀伊國屋

おえかきが大好きな「どっちくん」
と「へんくん」の双子の兄弟が主
人公である。二人が描く絵につ
いて「どっちがへん？」の問いに
対して二つの絵の違いを見つけ
ていく内容である。

見開き２頁の左右頁にある絵を
見比べて、二つの絵の違う所を
見つけていく構成となっている。
二つの絵の違いが、頁が進むご
とに細かくなり、違うところの数
が増えていく構成である。

全頁カラーで、鮮やかな色彩で
ある。

紙質は光沢があり、厚い。表紙
はとても硬く、糸かがりで製本し
てあるため、耐久性がある。

児童の興味・関心をひく大きな
絵で、絵の違いを見付けながら
場面をイメージすることができ
る。また、絵から物語を想像して
作り上げていくことができ、低学
年の児童の学習に適している。

リズミカルな文章のテンポが、児
童の音読や暗唱に適している。
また、文字が大きく、漢字には振
り仮名が付けられているため、
未修得の漢字も読むことがで
き、高学年の児童の学習に適し
ている。

簡単な古典や俳句・短歌、詩な
どの音読を味わい楽しむのに効
果的である。構成が見開きで一
つの場面になっているため、わ
かりやすい。児童に親しみやす
い言葉が盛り込まれているた
め、発声練習としても活用でき
る。

国語

文字を覚え始める幼児から小学
生までを対象にした国語辞典の
体裁であるが、各語について例
文や絵で意味を説明する辞典で
ある。
ローマ字や簡単な英語も紹介さ
れている。

見出し語について、平仮名と
絵、英単語、例文が付いてい
る。また、漢字の成り立ち、なぞ
なぞ、しりとりが、随所に記載さ
れている。

場面により狂言・落語・短歌で江
戸時代までの語句や口調を使
用し、日本語のリズムや言葉遊
びが書かれている。

見開き２頁で１場面の構成に
なっている。

国語
レインボーことば絵じてん

表紙の紙は厚く、糸かがりで製
本されており、耐久性がある。

草思社

学研プラス

文字よりも絵の割合が多い。絵
は、全てカラーである。漢字は、
全てに振り仮名が振られてい
る。英単語の表記には、片仮名
で振り仮名が付いている。

表紙は厚紙で丈夫である。

文字がはっきり、２６ポイントで
部分的にはさらに大きく示され
ている。全ての漢字に振り仮名
が付いている。

子ども版　声に出して読みたい日本語
５
ややこしや　寿限無　寿限無
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写真やイラストが多く掲載されて
いることで内容を理解しやすく
なっているため、興味・関心を
もって読むことができ、文から読
み取りが苦手な児童でもわかり
やすくなっている。

カラー刷りで、写真やイラストが
たくさん掲載されているため、文
字が苦手な児童にも、写真やイ
ラストを使って学習に取り組み
やすくなっている。見開きでテー
マが設定されているため、興味
をもって読むことができる。

イラストや写真が多く、視覚的に
優位な児童の支援に適してい
る。俳句、古文、漢文やローマ
字も含み難易度が高い内容も含
まれており、児童が自ら学習を
進めやすい。

視覚優位の児童が多いため、イ
ラストで分かりやすく示すことが
できる。俳句、古文、漢文やロー
マ字も含み、難易度が高い内容
を含むため、発達段階の差にも
対応できる。

知っていてほしい物語などが書
いてあり、文に興味・関心をもち
始めた児童には繰り返し読める
本になっている。

物語文や詩等、種類豊富な内
容は児童の興味・関心を高
め、学習効果が期待できる。
カラーの挿絵が使われ、場面
の内容を想像しやすい。ま
た、長文ではないため音読な
どの家庭学習にも適してい
る。

単文の読み書きができるように
なった児童が、次の段階として
簡単な文章の読み書きを始める
際に効果的である。また、身近
な素材のため、児童が親しみや
すい内容である。

身近な素材を使い、児童が親し
みやすい内容になっている。内
容が系統的に配置されている。
単文の読み書きができるように
なった児童が、次の段階として
簡単な文章の読み書きを始める
際に効果的である。

国語
ゆっくり学ぶ子のための「国語」⑤ 同成社

物語・説明文・伝記などの長文
や詩の読解や作文や詩を書く学
習、熟字訓などの言葉の学習、
外来語や慣用句などの言葉を
豊かにする学習、漢字の学習等
の内容である。

物語文、説明文、伝記などの長
文読解や作文や詩、俳句の表
現の学習内容である。英語学習
の入門ページもある。「ことばを
豊かに」として、言語事項に関す
る教材が配置されている。

文字は大きく読みやすい。挿絵
も見やすく親しみやすい。一部
三色刷りになっている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当で
ある。装丁もしっかりしている。

指導展開の説明が各所にある。
内容に身近な素材を使い児童
が親しみやすい。また意欲的に
学習を進められるよう系統的に
配置されている。長文の読み書
きができ、言語理解が進んだ児
童の発展的な課題が示されてい
る。

国語 小学館の子ども図鑑プレNEO　楽しく
遊ぶ学ぶこくごの図鑑

小学館

「ぶんをつくる」「くらしとことば」
「もじであらわす」の三つの内容
が示されている。日常生活で使
用する言語表現が、絵とともに
具体的な表現例で示されてい
る。身近な自然や普段の生活の
中から、ことばのおもしろさをど
んどん見つけられる。

内容ごとに問題が記されてお
り、理解を深めながら、楽しく学
習できる。項目ごとに色で分けら
れたり、文字の大きさを変えたり
と見やすく作られている。

児童が興味関心をもてるような
イラストや写真が多様されてお
り、楽しく学習できる。全てに振
り仮名が付いており読みやす
い。国語だが横書きが多い。す
べての漢字に振り仮名が付き、
楽しいイラストで意味が理解でき
る。言葉かけのアドバイスも充
実している。

表紙は厚く固く、耐久性がある。
紙質は光沢があり、厚みがあ
り、丈夫である。

読んでおきたい名作　小学４年 成美堂出版
著名な作家の物語や詩が１０作
品まとめられた内容である。

９つの物語文と１つの詩が、挿
絵とともに掲載されている。

ほぼカラーの挿絵が使われ、物
語の世界を想像しやすい。難し
い言葉や、昔の道具などには解
説がついている。全ての漢字に
は振り仮名が振ってある。

紙質は厚くしっかりとしている。
装丁、製本ともに丈夫である。

国語
ゆっくり学ぶ子のための「国語」④ 同成社

物語・説明文・伝記などの長文
や詩の読解、接続詞や助詞など
の使い方の言葉の学習、丁寧
語などの言葉を豊かにする学
習、漢字の学習等の内容であ
る。

説明的文章や文学的文章の間
に作文や詩の表現力の指導、
聞く力や話す力、また言語や文
法にかかわる教材が配置されて
いる。説明文、詩、物語文などま
んべんなく取り上げられている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当で
ある。装丁もしっかりしている。

国語

文字は大きく読みやすい。挿絵
も親しみやすく、見やすい。物語
文は２ページほどで書かれてい
る。説明文は自分たちの身近な
生活場面を取り上げているので
興味がもてる。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

集中力が継続しにくかったり、学
習に興味を抱きにくかったりする
児童が、挿絵に注目しながら取
り組むことができる。

単語の理解から文や文章の理
解まで、系統的に構成されてい
るが、内容が多いので使い方に
計画性が必要である。児童の生
活に関連した素材が取り上げら
れているので、親しみをもちなが
ら学習できる。

語彙が少ない児童にとって、単
語の理解から文や文章の理解
まで、系統的に構成されている
ため使いやすい。生活に根差し
た素材が取り上げられているの
で、親しみをもちながら学習でき
る。

基本的な言葉の習得が重要な
児童にとって単語の理解から文
や文章の理解まで、系統的に構
成されているので有効である。
児童の生活に関連した素材が
取り上げられているので、親し
みをもちながら学習できる。

単語の理解から文や文章の理
解まで、系統的に構成されてい
るが、内容が多いので使い方に
計画性が必要である。児童の生
活に関連した素材が取り上げら
れているので、児童の興味のあ
る内容を吟味して、挿絵を手掛
かりにして取り組むことができ
る。

平仮名を読めるようになってき
たが集中が続かない児童も、挿
絵に興味をもちながら、単語の
理解から文や文章の理解までス
モールステップで理解しながら
学習できる。

児童の生活に関連した素材が
取り上げられているので、親し
みをもちながら学習できる。児童
の実態から、生活経験を高めて
いくことが必要であると考える。
本書を用いて生活に関連して学
習を進めていくことが効果的で
ある。

単語の理解から文や文章の理
解まで、系統的に構成されてい
るが、内容が多いので使い方に
計画性が必要である。児童の生
活に関連した素材が取り上げら
れているので、親しみをもちなが
ら学習できる。

国語
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改
訂版）  （平仮名のことば・文・文章の
読み）

同成社

平仮名書きの単語とそれを示す
挿絵、主語・述語・接続語を含む
短文等、言葉や文字を理解する
上で必要な基本的な内容が示さ
れている。

平仮名書きの単語から、物語文
まで系統的に学習できるよう配
列されているが、内容は盛り沢
山である。

文字も大きく読みやすいが、後
半に入ってくると文字も小さく
なってくる。挿絵も大きく親しみ
やすい。指導者向けの指導のポ
イントが各所に示されている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当で
ある。装丁もしっかりしている。
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単語の理解から文や文章の理
解まで、系統的に構成されてい
る。絵を使いながら日常生活で
使う平仮名の単語を学ぶことが
できる。

片仮名についての基礎的な事
柄が全て示されている。漢字に
ついては、生活に必要とされる
ものに絞ってある。文章の中で
の用例も示されており、学習し
やすくなっている。平仮名を学習
した次の段階の児童の学習に
効果的に活用できると考えられ
る。

普段、よく目にする漢字が出てく
るので、定着を目指すためには
使いやすい。片仮名についての
基礎的な事柄が全て示されてい
るので、言葉のきまりを理解しに
くい児童にも分かりやすい。

片仮名についての基礎的な事
柄や日常生活でよく使う漢字
が文章例などとともに示され
ているため、日常生活と学習
内容を結びつけることが苦手
な児童も、片仮名や漢字に興
味をもって学習できる。

片仮名についての基礎的な事
柄が全て示されているので片仮
名の習得する児童にとって有効
である。漢字については、生活
に必要とされるものに絞ってあ
るので、数は少ないが、文章の
中での用例も示されており、学
習しやすくなっている

平仮名の読み書きが定着しつつ
ある児童にとって新たな片仮名
の習得に向けて繰り返し学習で
き、挿絵をもとに漢字にも興味を
抱かせたりすることに適してい
る。

平仮名を覚え、片仮名をこれか
ら習得する児童が練習の参考
にしたり、挿絵をもとに漢字に興
味を抱かせたりすることに適して
いる。

数は少ないが、文章の中での用
例も示されており、学習しやすく
なっている。生活に沿った内容
を読み取ることができるため、意
欲的に取り組むことができる。

国語
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改
訂版）  （平仮名のことば・文・文章の
読み）

同成社

平仮名書きの単語とそれを示す
挿絵、主語・述語・接続語を含む
短文等、言葉や文字を理解する
上で必要な基本的な内容が示さ
れている。

平仮名書きの単語から、物語文
まで系統的に学習できるよう配
列されているが、内容は盛り沢
山である。

文字も大きく読みやすいが、後
半に入ってくると文字も小さく
なってくる。挿絵も大きく親しみ
やすい。指導者向けの指導のポ
イントが各所に示されている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当で
ある。装丁もしっかりしている。

片仮名で表された単語や、片仮
名の使われた文が示されてい
る。漢数字や曜日等、生活でよく
使う漢字等、また、書き順も示さ
れている。

片仮名と簡単な漢字の基礎的
な使い方について、後半は、練
習帳の形式になっているので個
別指導にも効果的である。

挿絵は大きく分かりやすい。色も
親しみやすい。後半は練習帳の
形式になっているので個別指導
にも効果的である。指導者向け
の指導のポイントが各所に示さ
れている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当で
ある。装丁もしっかりしている。

ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」２（改訂版）
（かたかな・かん字の読み書き）

同成社
国語



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

生活経験が少ない児童でも、学
校や家庭で起きた出来事や身
近に起こりうる事象などを扱う文
章が多いので、場面をイメージ
することができる。

単文の読み書きができるように
なった児童の次の段階の教材と
して効果的である。また、身近な
素材を使い、児童が親しみやす
い内容であり、児童にとって意
欲が喚起される系統的な配置と
なっている。

身近な素材を用いた文章が多
いため、単語や短文が理解で
きるようになってきた児童が
親しみをもって学び、日常の
生活につなげることができ
る。

身近な素材を使い、児童が親し
みやすい内容になっている。ま
た、児童にとって意欲が喚起さ
れる系統的な配置となってい
る。徐々に読むことに慣れてき
た児童の次の段階の教材として
効果的である。音読に慣れてき
た児童が、色々な文章に親しむ
ことができる。

単文の読み書きができるように
なった児童の次の段階の教材と
して効果的である。音読に慣れ
てきた児童が、実態に即した文
章に親しむことができる。

身近な素材を使い、児童が親し
みやすい内容になっている。ま
た、児童にとって意欲が喚起さ
れる系統的な配置となってい
る。単文の読み書きができるよ
うになった児童の次の段階の教
材として効果的である。生活場
面に即しているので、児童が意
欲的に取り組むことができる。

説明的文章や会話を含んだ文
章、模範作文等が示されてい
る。漢字の音訓読みや対義語、
動詞や形容詞の例も示されてい
る。丁寧語など、日常生活で使
う言葉の学習も掲載されてい
る。

説明的文章や文学的文章の間
に「ことばのべんきょう」として言
語事項に関する教材が配置され
ている。

文字は大きく読みやすい。挿絵
も親しみやすく、見やすい。一部
三色刷りになっている。指導者
向けに、指導上の配慮事項や指
導法が、コラムで示されている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当で
ある。装丁もしっかりしている。

国語
ゆっくり学ぶ子のための 「こくご」③
（改訂版）（文章を読む、作文、詩を書
く）

同成社



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

身近な物を素材にして、発声・発
語を系統的に指導できるように
構成されている。音声言語の指
導に効果的である。

言葉による説明や文字の理解
に課題のある児童が、絵と言葉
を対応させながら音声言語の活
用を図ることに効果的である。

身近な物を素材にして、発声・発
語を系統的に指導できるように
構成されている。音声言語の指
導に効果的である。日常生活に
沿っているので、児童が意欲的
に取り組むことができる。

平仮名が少し読めるようになっ
た児童が、語いを増やしたり、促
音や拗音等の学習をしたりする
際に効果的である。また、平仮
名を書き始める時にも効果的で
ある。平仮名を学習する１年生
に使用したい。

平仮名の読み書きを始める児
童や発音が明瞭ではない児童
が、挿絵などに興味をもち語
彙を増やしながら、50音や濁
音、促音や拗音等の学習をす
ることができる。

平仮名を書き始める時に効果的
である。日常生活に沿っている
ので、児童が意欲的に取り組む
ことができる。

社会に出るために必要な知識
を、文に興味をもてる児童には
読みながら学んでいくことができ
る。

社会に出るために必要な知識
を、児童が体験的に学んでいく
ことができる。職業や進路など
のキャリア教育の学習でも活用
できる。また、語彙の少ない児
童が、言葉を広げるために活用
するのに適している。

国語
くらしに役立つ　国語 東洋館出版

自己紹介、手紙の書き方、メモ
の取り方、電話やメールの利用
とマナー、辞書の活用方法、電
気料金の支払方法についての
調べ学習等、生活していく上で
必要な知識や技能、マナーにつ
いての内容が具体的に扱われ
ている。俳句や百人一首など日
本の文化に親しむ内容も扱われ
ている。

資料を含めて１６の単元で構成
されている。単元ごとに具体的
な事例等が示され、挿絵や写真
によりまとめられている。巻末に
は資料として、履歴書、病院、定
期券申込書、住民票申請書、納
品書・請求書・領収書、伝えられ
てきた文化、漢字表がある。

表題の文字は１８ポイント、本文
は１３ポイントで表記されてい
る。漢字が多く用いられ、一部の
漢字に振り仮名が付いている。

紙質は適当である。大きさも持
ちやすく扱いやすい。

国語
ゆっくり学ぶ子のための
「こくご」入門編２（改訂版）
（平仮名の読み書き）

同成社

読みの指導として、五十音と促
音・拗音等が示されている。書く
指導としては、なぞり書きを扱っ
ている。

まず平仮名の読み方が挿絵とと
もに示され、次に、発音指導が
できるような単語の例がある。
書きではなぞり書きの教材が示
されている。文字は大きくはっき
りしている。特に、後半の書く練
習の部分では、文字が大きく分
かりやすい。

国語
ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門
編①（表象形成・音韻形成・発声・発
音）

同成社

指差しができるよう、身近な物の
絵を集めてあったり、発音練習
ができるように、音の出る物や
動物等を例示してある。

前半は身近な物が約１００例示
されている。後半は発音指導の
教材として、音の出る物や動物
等が約２００例示されている。

絵は大きく親しみやすい。半分
程度がカラーの絵である。後半
は、絵で示した単語の音節数を
点で表して、発音練習に配慮し
ている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当で
ある。装丁もしっかりしている。

字は大きくはっきりしている。特
に、後半の書く練習の所では、
文字が大きく分かりやすい。挿
絵は親しみやすい。文字の練習
にも使える。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当で
ある。装丁もしっかりしている。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

オオカミたちとおおブタの繰り返
されるやりとりが児童の興味を
引く。動物たちの心情を考えさ
せる読み取り学習や動作化など
多様な学習展開が考えられる。
楽しい物語が好きな児童の興味
を引く内容である。

オオカミたちとおおブタとのやり
取りが繰り返されるので、物語
の内容も理解しやすい。絵を見
ただけで内容がだいたい分かる
ので、自分で音読して、内容を
理解することもできると考えられ
る。

国語
音読集１　ひばり 光文書院

割合短く、季節も考慮した入門
期の児童にあった詩が掲載され
ている。子供たちにとって身近な
存在の物「ぶらんこ」「ちょう」「ぞ
う」「おたまじゃくし」「しゃぼんだ
ま」などが、題材になっており、
親しみやすい。声に出したくなる
詩が並んでいる。

声に出して音読したくなるような
詩が３８編適切に配置されてい
る。

文字は大きく読みやすい。挿絵
も親しみやすく、見やすい。一部
多色刷りになっている。指導者
向けに、理解を助ける文章や読
み方の注意書きが呼びかけの
形で示されている。

紙質は適当である。本のサイズ
も児童が扱う大きさとして適当で
ある。装丁もしっかりしている。

漢字にはルビがふってあり、音
読・群読などもできる楽しそうな
詩集である。音の響きやリズム
を楽しんで音読をすることができ
る。音読に苦手意識がある児童
もいるが、そのような児童でも楽
しく取り組めそうな内容である。

国語 児童図書館・絵本の部屋
 きょうはみんなでクマがりだ

評論社

狩人の家族がクマがりに出かけ
た。川を渡ったり、沼地を通った
りしてやっとクマを見つけたが、
その大きさに驚いて帰ってきてし
まう内容の本である。
子どもたちの遊び歌が基になっ
ている。

各場面が４頁で描かれており、
前の見開き２頁で川や沼地等の
困難な場面に出くわす様子が描
かれ、後の見開き２頁でそれを
越えていく様子が描かれてい
る。文章は１頁当たり最大7行で
1行当たりの文字数は最大２０文
字程度である。

文字の大きさは13ポイントと40
ポイント、擬音語は24，30，32ポ
イントと3段階の大きさで、明朝
体で表記されている。文章は横
書きで、平仮名と片仮名で表記
されている。
文は分かち書きされている。繰
り返しの表現がある。カラー印
刷である。

紙質は光沢がなく、厚みがあ
る。表紙は硬い紙で、製本はの
りとじであり、耐久性がある。

遊び歌が基本なので、楽しく音
読ができる。ストーリーも分かり
やすいので、内容理解や読み
取ったことの共有など取り組み
やすい。

同じリズムで、平仮名を一文字
ずつ学習できるため、初めて平
仮名を学習する児童の指導に
適している。また、片仮名に変
換できる語彙が多いため、片仮
名の学習を併行して行うこともで
き、低学年児童の教材として適
当である。

絵本の読み聞かせを楽しんで見
聞きする児童には、絵は身近な
食べ物に手足が付き擬人化され
ているので親しみがもてる。歌を
口ずさむなど、楽しみながら五
十音の文字や発音を学ぶことが
できる。

国語 あっちゃんあがつく　たべものあいうえ
お

リーブル

平仮名の五十音を１音ずつ示
し、「あっちゃんあがつくアイスク
リーム」のように、食べ物を使っ
て記載している。
身近な食べ物と関連付けなが
ら、平仮名を学習できるように工
夫された内容である。

五十音を使用して作られた歌
と、それに対応する食べ物の絵
が擬人化して描かれている。

文字は大きく太めであり、分かり
やすい。表記は全て平仮名であ
り、片仮名で表記すべき食べ物
には小さく片仮名の表記がされ
ている。巻末の頁には、児童用
の目次が付いていて、文字をす
ぐに探せるよう工夫されている。

小さめで持ちやすく、装丁が丈
夫でしっかりしている。

国語
３びきのかわいいオオカミ 冨山房

３匹のオオカミの兄弟が作った
頑丈な家を、おおブタが次々と
壊してしまい、最後に作った花
の壁の家でおおブタが改心する
物語である。繰り返しと変化の
楽しい絵本である。

３匹のオオカミとおおブタとのや
りとりが繰り返される。文章は１
頁当たり最大１１行で１行当たり
の文字数は最大４０字程度と読
みごたえがある。

オオカミとブタを擬人化してお
り、落ち着いた色調で描かれて
いる。見開きの左右どちらか若
しくは両方の頁に文章が書かれ
ている。

紙質、装丁ともにしっかりしてお
り、耐久性がある。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

国語
平仮名えほんありさんあいうえお 旬報社

平仮名が一文字ずつリズムの
ある文章とともに学べるように
なっている。言葉に親しめる絵
本。歌も付いている。巻末に片
仮名との対照表も付いている。

あから順番に並んでいる。かわ
いい挿絵とともに読みやすく覚
えやすい簡単な文章が付いてい
る。

丸い文字で書かれており、大きく
見やすい。

Ａ５サイズで厚手の表紙が付い
ている。机の上で広げるのに
ちょうどよい大きさである。

見開き１ページに平仮名一文字
ずつリズムのある文章と挿絵が
あるため、視覚優位の児童にも
聴覚優位の児童にも覚えやす
く、楽しみながら学習できる。

国語
そらいろのたね 福音館書店

きつねからもらった空色のたね
を育てると、お家が現れて、町
中の子供や動物たちがやってく
る。最後は、きつねがお家を独り
占めしようとしたが、うまくいかな
いというお話である。

見開き2項にお話の場面が載っ
ている。平仮名を使ってお話が
書いてある。

挿絵からお話を想像しやすい。
子供たちに親しみがもてるキャ
ラクターが出てくる。

耐久性がある。扱いやすい大き
さである。

ぐりとぐらなど今まで読んだこと
があるキャラクターがイラストで
出てくるため、どの子にとっても
親しみやすい。挿絵をヒントに登
場人物の行動を考えることに優
れた教材である。

国語 日本傑作絵本シリーズ
スーホの白い馬

福音館書店

主人公のスーホが大切にしてい
た白い馬が王様に奪われ、殺さ
れてしまう。悲しんだスーホは、
死んだ白い馬の骨や皮を使っ
て、美しい音色を奏でる楽器を
作り、皆の気持ちを慰めるという
物語である。

物語の１場面を見開きで表して
いる。

文字は明朝体で表記され、大き
さは適当である。文章は、平仮
名、片仮名、漢字が盛り込まれ
ている。漢字には、振り仮名が
付いている。カラー印刷である。

表紙は硬い紙で、糸かがりで製
本してあるため、十分な耐久性
がある。

主人公や周囲の人々の心情を
考えさせる学習も組み立てられ
る。主人公の喜び、怒り、悲しみ
が感動的に伝わる名文である。
児童の特性上、善悪の判断、人
や物を愛する心などが弱く、苛
立つことが多い。心情の理解を
通してそのような気持ちを育て
たい。

紙芝居や劇など多様な指導が
考えられる。読書が好きな児童
が進んで手に取って読みたくな
るような内容である。本を読むこ
とが好きな児童が多いため、役
割演技などを通して楽しみなが
ら学習を進めることができる。

紙芝居や劇など多様な指導が
考えられる。挿絵を見て内容を
とらえる児童にとって有効であ
る。

ストーリーが分かりやすく、内容
も繰り返されながら展開していく
ので、児童にも理解しやすい。
紙芝居や劇など、学習方法も多
岐に広げられるので、楽しく学習
できる。

国語
　
世界傑作絵本シリーズ
ブレーメンのおんがくたい

福音館書店

年老いた動物たちが、音楽家に
なろうとブレーメンを目指して旅
をする途中で、力を合わせて泥
棒を家から追い出して、ともに暮
らす物語である。

物語の１場面を見開きで表し、
絵と文で構成されている。各場
面の文章量は適当である。

平仮名を主として表記し、片仮
名表記は地名、人名だけにして
いる。絵がシンプルで、使われ
ている色も限られており、かえっ
て想像力を働かせることができ
る。

大判で見やすい。
紙質は適当である。装丁も適当
である。
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

国語 絵本・日本の童話名作選
「手袋を買いに」

偕成社

子ぎつねの心に生じる人間への
思い、純粋な子ぎつねと人間と
の交流、それを知った母きつね
の心情の変化が読み取れる物
語である。

見開き２頁で左が絵、右が文章
となっている。頁数は適当であ
る。

登場人物の気持ちを絵に表して
いる。また、雪をはじめとした描
写も美しい。漢字には振り仮名
が付いている。

紙質・装丁は適当である。

読み聞かせの学習にも活用でき
る。子供が子ギツネの気持ちに
なって、親の愛情や人への信頼
を感じたりしながら読むことがで
きる名文である。特性上他者の
視点に立って考えることが難し
いため、役割演技等を通して登
場人物の心情を考えさせながら
学習が進められる。

「ぞう」は親しみをもちやすい対
象であり、ストーリーも分かりや
すく、登場する動物や色を用い
た発問による授業構成が容易で
ある。絵本に興味のある児童
が、次の展開はどうなるだろうと
期待を膨らませながら読むこと
ができる。

文字が小さく、文章量も多いの
で、国語が得意な児童にとって、
読みの学習や読み聞かせの学
習教材として適している。ぞうが
悩み、自分自身と向き合う姿や
心情の変化の読み方取りを通し
て、自分の良さに気付き、他の
良さにも気付かせることができ
る。

印象的な絵で、視覚優位な子供
たちがストーリーをつかみやす
い。また、「個性を認めよう」とい
う内容で、登場人物の心情を理
解しやすい。高学年児童の発達
段階に合った題材であると考え
る。

国語
ぞうのエルマー①　ぞうのエルマー ＢＬ出版

パッチワーク色の象のエルマー
が、自分だけ違うことに悩み、仲
間と同じ体の色に変装する話で
ある。南国風の植物の中での動
物たちの想像上の生活が描か
れている。

１５の場面全て見開き２頁で表
現されている。文章は、見開きご
とに、３～１０行である。

ほとんど平仮名で表記されてい
る。主人公の名前や擬声、擬態
語などは片仮名で表記されてい
る。漢字には振り仮名が付いて
いる。

装丁はしっかりしており、表紙は
ビニールコートが施されていて
耐久性がある。
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書写
◎ カタカナカード くもん出版

片仮名46音の清音を含む言葉
を、一つずつ記載したカード集で
ある。付録としてカードと同じＢ６
サイズの「ことばのえほん」が付
いており、カードには記載してい
ない言葉も扱っている。

カードの表面には片仮名の五十
音を含む言葉とその絵があり、
英単語も記載している。裏面に
は片仮名を一文字ずつ大きく記
し、五十音の順に数字を振って
いる。

文字の大きさは、表面の文字は
56ポイント、裏面の文字は、56ポ
イント以上である。絵はカラーで
大きく示している。

カードの紙質は光沢があり、十
分な厚みがある。厚紙でできた
箱はとても硬く、耐久性がある。
カードの左上にホルダーリング
用の穴が開いている。

カード形式のため、片仮名を習
い始めの児童から読んだり、書
いたりすることができるように
なった児童まで様々な場面で活
用することができる。

書写
◎ えんぴつ漢字れんしゅうちょう 金園社

小学校１・２年生の教育漢字の
中から135文字について、なぞり
書きや枠内への書き込みで学ぶ
ことができる図書である。

見開き２ページで漢字３字を扱っ
ており、筆順、画数も示されてい
る。巻末に音訓読みの索引があ
る。

扱う漢字の文字の大きさは、手
書き文字で56ポイント以上で表
記している。全ページ２色刷りで
ある。全ての漢字に振り仮名が
振ってある。「漢字の組み合わ
せ」についてはイラストでも説明
している。

紙質は厚みがある。
表紙はやや硬く、のりとじで製本
してある。

十字リーダーの入ったマスに鉛
筆で見本が書かれており、文字
の形を捉えることが苦手な児童
も、自分の書いた字と見比べな
がら、なぞったり、書いたりするこ
とができる。

書写
◎ もじのえほん  かんじ② あかね書房

１～２年生ので習う漢字を用い、
漢字には色々な読み方や使わ
れ方があることを理解させ、漢字
の書き順も学習できる内容に
なっている。

１Pに、２文字の漢字が使われ、
それぞれ２つの読み方の単語が
文章の中に入っている。「父（ち
ち）おや、お父（とう）さん」「火
（か）ようび、たき火（び）」など。

漢字の成り立ちが絵で表してあ
り、中心になる文字が、ピンク色
の背景の中に浮き上がり、強調
されていて見やすい。巻末に、大
人向けの解説がある。

紙質、装丁ともにしっかりしてお
り、表紙も厚く、丈夫にできてい
る。扱いやすい大きさである。

お話を通して漢字の様々な読
み方や使われ方を楽しく学ぶ
ことができる。文字の習得が
ゆっくりの児童にとっても、
何度も繰り返し学びたくなる
教材である。

書写
◎ 漢字なりたちブック　2年生

太郎次郎社
エディタス

小学校2年生の漢字をイラストや
昔の漢字を中心に学ぶことがで
きる。

1ページに1つの漢字の成り立ち
が載っている。書き順や言葉の
例も充実している。

はやわかりとなえことばも書いて
いるので、さまざまな視点で漢字
を覚えることができる。

表紙はソフトカバーである。Ａ５
サイズ程度の本で手に取りやす
い。

漢字の意味を押さえることで児
童も漢字の成り立ちを意識しな
がら覚えることができる。また、
漢字の成り立ちを覚えることが
苦手な児童にとってもイラストが
ヒントになるため、漢字を覚える
ための手立てになる。

言葉のもつ楽しい響きを利用し
ながら、片仮名に興味をもたせ、
五十音順に学習することができ
る。

短くリズミカルな文章は、言葉遊
びとしても活用できる。片仮名を
書字する時にはイラストが分かり
やすく、五十音順に学習すること
ができる。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

書写 あかね書房の学習えほん
かたかなえほん アイウエオ

あかね書房

片仮名五十音を、リズミカルな文
章と、親しみやすい挿絵で表現
している。外来語や擬声語を幅
広く取り上げている。

１頁又は見開き２頁に１文字の
割合で、片仮名とその文字が使
われている短文で構成されてい
る。表紙と裏表紙が、五十音表と
なっている。

文中は、片仮名と平仮名で表記
されている。片仮名には全て平
仮名が振ってある。片仮名の筆
順が、水色の濃淡で示され分か
りやすい。

耐久性がある。扱いやすい大き
さである。
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小学校

物語を通して、生活に身近な漢
字を一つ一つ学ぶことができる。
また、大きなイラストで漢字の起
源が説明されていて、視覚優位
な児童の指導に適している。

分かりやすい説明と、カラフルな
イラストでそれぞれの漢字のもつ
意味を物語を通して、興味がも
てるように説明されている。大き
な挿絵を活用して漢字の起源を
印象付けながら学習を進めてい
ける。

文字と絵を結び付けて覚えられ
るので、言語理解が深まる。明
朝体の書体で、字が大きいの
で、文字が分かりやすい。漢字
学習の入門期として活用できる。

文字を絵とともにイメージして親
しむ構成である。表意文字として
の特性のつかみやすい絵本であ
る。漢字の学習をする時にイラス
トが手がかりになるため、興味を
もちながら学習できる。

書写 五味太郎のことばとかずの絵本 ことば
のあいうえお

岩崎書店

五十音が、行動や心情を表す言
葉と、その場面の絵で示されて
いる。場面の言葉の語頭音が平
仮名、片仮名、ローマ字、挿絵で
示されている。

五十音順に、１頁１音の場面で
構成されている。表紙裏に五十
音表がある

清音の紹介を名詞だけでなく、
日常の心情場面を通して行って
いる

児童・生徒に扱いやすい大きさ
である。紙質、装丁ともに良い。

清音以外の表記が混在している
が、生活感覚にあふれた言葉絵
本である。経験を想起させたり、
場面の動作化を図ったりするな
どの指導に、豊かな言語活動を
取り入れることができる。「レコー
ド」等、現代では、目にしない物
も取り上げられているので配慮
が必要である。

書き順が一画ずつ書いてあるこ
とや学年ごとに漢字が掲載され
ていることで、漢字を覚えること
が苦手な児童や、書き順を曖昧
に覚えている児童が、調べる際
に同時に確認することができる。

辞書としても使えるので、漢字の
苦手な児童も辞書の引き方を覚
えて使うことができる。本のサイ
ズも小さいので、手元に置いて
気軽に使うことができる。

書き順が定着していない児童に
は、一画ずつ書いてあるので自
分で確認しながら書くことができ
る。字形を覚えることが苦手であ
るが、漢字の成り立ちを楽しく読
むことで、漢字を覚える一助にも
なる。

書写
もじのえほん  かんじ① あかね書房

１、２年生の配当漢字に多い象
形文字、指事文字を中心に４１
文字の漢字のできる様子を物語
として描いている。訓読みを扱っ
ている。

漢字の起源を絵で示し、物語を
通して学べるように構成されてい
る。巻頭と巻末に挿絵一覧と漢
字に仮名を付けた一覧が掲載さ
れている。

漢字の成り立ちが絵で表してあ
り、中心になる文字が、ピンク色
の背景の中に浮き上がり、強調
されていて見やすい。巻末に、大
人向けの解説がある。

紙質、装丁ともにしっかりしてお
り、表紙も厚く、丈夫にできてい
る。扱いやすい大きさである。

書写 五味太郎のことばとかずの絵本
漢字の絵本

岩崎書店

小学校１、２年生の配当漢字を
中心にした１２２字が、絵とともに
示されている。絵と漢字を対応さ
せながら、意味内容に気付かせ
る絵本である。

身近な「父・母」から「東・西・南・
北」まで、意味や内容を示す絵を
大きく配置している。画数、筆順
など属性についてはふれていな
い。

字体は明朝体である。漢字全部
に振り仮名が付けられている。
絵は表情豊かで美しい。各頁、
色彩豊かな絵が描かれており、
親しみやすい。

紙質は厚くて、耐久性がある。装
丁もしっかりしており、扱いやす
い大きさである。

書写
小学漢字　１０２６字の正しい書き方 旺文社

小学校で学習する漢字の正しい
書き方が示されている。すべて
の漢字に成り立ちや注意点のコ
ラムがついていて、より理解が深
まるようになっている。

小学校で学習する漢字が、学年
ごとに掲載されている。索引がつ
いているので、漢字を調べること
もでき、辞書の役割も果たしてい
る。

誌面は３色刷りで分かりやすい。
小学校で習う音読み・訓読みが
掲載されている。すべての漢字
に振り仮名が付いている。

表紙は耐久性があり、しっかりし
ている。紙質は良く、丈夫であ
る。
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小学校

具体的な文例があることで、使
用される場面を思い出しやすく、
抽象的な表現の理解が困難な
児童にとって、言葉の使い方を
身に付けやすい。

日常生活に必要な言葉が多く掲
載されているので、言語理解が
深まる。身近な言葉が多くあるの
で、語彙の少ない児童にも活用
できる。

漢字の読みや書きが苦手な児
童も、漢字の覚え方や例文を読
みながら楽しく学習することがで
きる。また、小学校の全漢字が
網羅されており、見たことがない
文字や読めない字にも興味をも
ちやすい。

漢字を覚える手立てとして、繰り
返し唱えることで楽しみながら覚
えることができる。またカード式と
しても使えるため、児童が覚えた
いものを抽出して利用することが
できるため、意欲をもってとりくめ
る。

漢字を覚えることが苦手な児童
が、繰り返し唱えて覚えやすくす
ることができる。

書写 ４年生までに身につけたい言葉力１１０
０

学研プラス

語彙力を高める必要なアドバイ
スがあり、日常生活に使用する
必要な言葉の意味を知る内容で
扱かわれている。

文字が大きく漢字に振り仮名が
付いており分かりやすい。

名詞の言葉、動きのある言葉、
表現を豊かにする言葉にまとめ
られ、教科の内容が分かりやす
く扱われている。

表紙はコーティングされている。
厚さもあり、耐久性がある。

書写
小学全漢字おぼえるカード 学研プラス

新学習指導要領対応している
カード教材で、聴覚記憶の手法
を活かして、じゅもんのように唱
えることで小学全漢字の書き方
が覚えられる。

カードの表に、音訓での読み、漢
字の覚え方、大まかな書き順が
書いてあり、裏にはその漢字を
使った穴埋め例文が３つ載って
いる。

文字がはっきり書かれており、注
目するところは赤字になってい
る。学習する漢字以外は全ての
漢字に振り仮名が付いている。

閉じリングが付属しており、切り
取り線が入っている。
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小学校

絵を見ながら文字を覚えること
が出来る。字も大きくて正しく字
の形を理解しにくい児童にとって
は見やすく理解しやすい。

絵があるため、文字を覚える段
階の児童でも、文字と絵を結び
付けて考えることができる。絵を
見ながら名称を言ったり、文字を
読んだり、複数の中から選択し
たりなど、様々な活用方法があ
る。

絵を見ながら名称を言ったり、文
字を読んだり複数の中から選択
したりなど、いろいろな活用が期
待できる。カード形式なので、組
合わせなどの学習活動ができ
る。｢ことばのえほん｣は、カード
以外の言葉を扱うのに有効であ
る。収納箱に「０歳から」「幼児
の」と書かれており、配慮を要す
る。

児童に合わせて、名称を言った
り、文字を選択したりなど、いろ
いろな活用が期待できる。文字
の識別等にも活用できる。また｢
ことばのえほん｣は、カード以外
の言葉を扱うのに有効である。
絵を見て言葉が言える児童に
とって、文字と音と文字を対応さ
せるのに効果的である。

書写
ひらがなカード くもん出版

平仮名五十音の清音を含む言
葉を一つずつ46枚のカードに記
載している。カードと同じＢ６サイ
ズの｢ことばのえほん｣が付属し
ており、カードに記載されている
以外の言葉も扱っている。

カードの表面には、平仮名の五
十音を含む言葉の絵が描かれ、
さらに英単語も書かれている。裏
面には平仮名が一文字大きく記
され、五十音の順に数字が振ら
れている。「ことばのえほん」に
は、清音の入った四つの言葉が
記されている。全体の分量は46
枚のカードと46頁の「ことばのえ
ほん」で適当である。

絵は見やすく、大きく描かれてい
る。裏面の文字の大きさは250ポ
イントである。表面右隅に英単語
が小さく記されているが、平仮名
の学習という本来の目的を考え
れば問題とはならない。

大きさはＢ６サイズで持ちやすく
扱いやすい。カードは厚紙であ
る。付属の｢ことばのえほん｣は、
ステープラ２箇所止めの簡易な
装丁である。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

3年生から学習する漢字が多くな
り、苦手意識が強くなる。イラスト
が描いてあることで、興味をもっ
て見ることが出来る。

生活に身近な漢字を、イラストや
文章を通して学ぶことができる。
イラストと漢字を結び付ける構成
が多いため、視覚優位な高学年
児童の漢字の学習に適してい
る。

2年生の漢字から学習内容が多
くなり、苦手意識が強くなる傾向
があるが、イラストが描いてある
ことで、文字に興味のない児童
でも興味をもって見ることができ
る。

生活に身近な漢字を、イラストや
文章を通して学ぶことができる。
イラストと漢字を結び付ける構成
が多いため、視覚優位な中学年
児童の漢字の学習に適してい
る。

文字を書く際に鏡文字になってし
まったり、かたちをうまく捉えられ
なかったりする児童に効果的で
ある。イラストで漢字の成り立ち
を説明しているため、興味をもっ
て読み書きすることができる。

書写
漢字えほん

戸田デザイン研
究室

小学校１・２年で習う最重要漢字
を中心に、成り立ち、書き順、使
い方、音読み・訓読みを整理して
分かりやすくしている。

見開きで「犬・虫」「火・雨」「目・
耳」など対に見る構成。それぞれ
の漢字が持つ、深い世界を味わ
うことができ、漢字の起源を思い
起こさせるような、力強く美しい
絵と色彩も特徴。

形と音の両方の意味を備えた漢
字を取り扱っている。絵がカラフ
ルである。

装丁はしっかりしている。縦横２
４センチで厚さが２㎝ほどある。

なかなか漢字の読み書きが進ま
ないでいる児童がいるが、漢字
に対する興味をもち、楽しんで読
み書きできるようになってほし
い。

書写 外国人の子どものための日本語
 絵でわかるかんたんかんじ２００

スリーエーネット
ワーク

小学3年生の教育漢字200字を、
外国人児童・生徒が学習しやす
いように配慮の上、構成されて
いる。書き順が示してあり、止め
や払いとともに、正しい書き順を
学ぶことができる。

34課、各課は3ページで構成して
いる。漢字の導入には、児童に
身近な言葉や教科につながる言
葉を選んでいる。

絵を手助けにして、漢字の意味
や言葉を認識するステップに重
点を置いている。

Ｂ５版並製のため、児童が持ち
やすいサイズである。

書写 外国人の子どものための日本語
  絵でわかるかんたんかんじ１６０

スリーエーネット
ワーク

小学校2年生の教育漢字160字
をイラストで覚える漢字教材。短
い文章を読むところや、漢字すご
ろくなどのゲームがある。使用単
語は、生活の中でよく使われるも
の、教科につながるものを選ん
である。

本文全33課と復習、読み替え一
覧、イラスト索引、画数索引の構
成になっている。各課は3頁で構
成されている。1頁目で導入、2頁
目で読みの練習、3頁目で書く練
習をする。漢字学習を第一の目
的とし、負担を軽くするために文
型、単語は最小限にしてある。

覚える漢字ひとつひとつにイラス
トがあり、まず、イラストで漢字の
意味を知り、漢字の読み方を覚
え、そして書き方を学ぶ。

Ｂ５版並製のため、児童が持ち
やすいサイズである。
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

片仮名を覚えるのが苦手な児童
に興味をもって覚えやすい本で
ある。

生活の中でよく使用する言葉が
掲載されているので、繰り返し学
習することで定着させることがで
きる絵本になっている。

取り扱われている言葉が身近な
ものが多く、語彙の少ない児童
が片仮名の学習に初めて取り組
む際に有効である。

書き込みをしていく本であるた
め、自分の本との意識やこだわ
りが強い児童に有効である。楽
しく生き生きと書くことに中心が
置かれ、書くことが好きになるよ
う配慮されている。課題の難易
度が幅広く、児童の実態に応じ
て課題を選択して提示ができる。

書き込みをしていく本であるた
め、最後にその子だけの本にな
り、意欲が高められる。楽しく生
き生きと書くことに中心が置か
れ、書くこと苦手意識のある児童
にとって良い内容である。

文字と言葉を関連付けたり、文
字をなぞらせたりして、文字に対
する理解を深めるのに適した本
である。平仮名の書き方を１文
字ずつ正しく身に付けさせ、平仮
名の字形を正しく整えられる。

文字と言葉を関連付けたり、文
字をなぞらせたりして、文字に対
する理解を深めるのに適した本
である。平仮名の書き方を１文
字ずつ身に付けさせ、文字に対
する感覚を養うことができる。

書写
スキンシップ絵本  かたかなアイウエオ

ひさかたチャイ
ルド

片仮名五十音を１文字ずつ、平
仮名とともに順に示し、その文字
を語頭・語中に含む言葉と絵が
大きく例示されている。

見開きで１文字になっている。右
頁には一つの言葉だけが示さ
れ、その絵が大きく描かれてい
る。９６頁あるが、見開きで使用
する構成なので適当な分量であ
る。

絵はシンプルである。色使いも
はっきりしており、370ポイントの
大きな文字で書かれている。

表紙は厚く、紙質・装丁ともに
しっかりしている。

書写
らくがきえほん　あ・い・う・え・お ブロンズ新社

平仮名をただ書くだけでなく、｢お
どろくような｣｢いばりながら｣等の
課題に従い、各頁に直接自分で
文字を書き込み、書く楽しさを学
べる内容のらくがき絵本である。

前半には課題に沿って平仮名を
右頁に記入し、次は動物の絵か
ら名前の空いているところに平
仮名を書く頁があり、後半には文
字パズルや言葉を想像して書く
頁があるなどバラエティに富んだ
構成になっている。90頁あるが、
書き込み部分が多いので適当な
分量である。

平仮名五十音を書く部分では、
見開きのうち左頁に課題を表現
した人物が描かれ、右頁は文字
を自由に書き込めるよう白紙に
なっている。動物の名前を書き
込む部分は、１頁に動物の絵と
課題の文及び名前を書き込むマ
スが配置されている。全頁、色は
使われておらず、絵も線描きで
ある。

紙質は文字を書いたり、絵を描
いたりしやすい素材である。表紙
は薄いが装丁はしっかりしてい
る。表紙は薄いため耐久性が心
配される。

書写
あいうえおえほん

戸田デザイン研
究室

五十音を１音ずつ、順に教科書
体で示し、その文字を語頭にも
つ言葉と絵が１例掲載されてい
る。手書き文字で筆順も示され
ている。

１音を、見開き２頁で示してい
る。右頁中央に１音を大きく示
し、筆順を添え、左に絵をデザイ
ン化して言葉を添えた構成であ
る。

文字も絵も、大きく簡素で印象的
である。単純明快で、伸び伸びと
して、美しい文字絵本になってい
る。頁数が多く少し重いが、開き
やすく扱いやすい。文字のなぞり
書きもさせやすい。

紙質、装丁ともにしっかりとして
おり耐久性がある。
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

漢字に興味をもち始めた児童の
学習に適している。文字と絵を関
連付けて、書き込む作業がいく
つも用意されており、基本の漢
字を習得することに効果的であ
る。

文字と絵が関連付けられてい
たり、成り立ちやクイズなど
もあったりするため、身近な
漢字を学び始める児童が様々
な切り口から、書き込みなが
ら基本の漢字を習得すること
ができる。

文字と絵を関連付けて、書き込
む作業がいくつも用意されてお
り、基本の漢字を習得することに
効果的である。反復練習にも活
用できる。

漢字の成り立ちをストーリーから
学ぶことができる。また、部首な
どを組み合わせながらクイズの
ようにいろいろな漢字を学ぶこと
ができる。視覚優位な児童が、
生活に身近な漢字を習得するの
に適している。

文字と絵を関連付けて、書き込
む作業がいくつも用意されてお
り、基本の漢字を習得することに
効果的である。クイズやパズル
形式で楽しく取り組むことができ
る。

文字と絵を関連付けて、書き込
む作業がいくつも用意されてお
り、基本の漢字を習得することや
漢字に対する親しみを深めるこ
とに効果的である。

文字と絵を関連付けて、書き込
む作業がいくつも用意されてお
り、漢字の意味が視覚的に分か
りやすくなっている。

書写
漢字がたのしくなる本シリーズ
漢字がたのしくなる本ワーク１
基本漢字あそび

太郎次郎社エ
ディタス

１０１の基本的な漢字の成り立ち
を図解するとともに、漢字が１０
種の画で構成されていることや
書き順を扱っている。

基本的な漢字の成り立ちや構成
を使って、クイズやパズル、かる
たなどの設問に答える形式であ
る。

絵を見れば漢字を想起できるよ
うに表され、表記方法もパタ－ン
化しないように、デザインが工夫
されている。

表紙が薄くて軽く、適度な厚さで
手にとって見やすい。Ｂ５版並製
のため、児童が持ちやすいサイ
ズである。
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

漢字の学習に慣れてきた児童の
学習に適している。絵と文字を関
連付けて、書き込む作業がいく
つも用意されている。クイズ形式
で楽しく繰り返し学習することが
できる。

漢字の書き方や読み方など、漢
字の学習に慣れてきた児童の学
習に適している。絵と文字を関連
付けて、書き込む作業がいくつも
用意されており、基本の漢字を
習得することに効果的である。

漢字の成り立ちをストーリーから
学ぶことができる。また、部首な
どを組み合わせながらクイズの
ようにいろいろな漢字を学ぶこと
ができる。視覚優位な児童が、
生活に身近な漢字を習得するの
に適している。

ワ－ク１で学習した字を元に、漢
字を組み立て、その成り立ちを
理解させることができる。クイズ
やパズル形式で楽しく取り組む
ことができる。

漢字の成り立ちをのせ、漢字を
組み立てて説明しているので理
解しやすい。

情報量が多く、文字の扱いに慣
れている児童が楽しく漢字に取
り組める。漢字の意味をイメージ
しにくい児童が取り組みやすい
内容になっている。

情報量が多く、文字の扱いに慣
れている児童・生徒向けの内容
になっている。クイズやパズル形
式で楽しく取り組むことができ
る。

書写
漢字がたのしくなる本シリーズ
漢字がたのしくなる本ワーク２あわせ
漢字あそび

太郎次郎社
エディタス

基本の１０１文字を部首とする
１２８文字の成り立ちや用例を示
すとともに、部首という考え方を
扱っている。

部首の性質ごとのイメージ分類、
組み合わせる際の変形、部首の
分類名や名称、組み合わされた
文字の意味の順で配列されてい
る。基本的な漢字の成り立ちや
構成を使って、クイズやパズル、
かるたなどの設問に答える形式
である。

漢字の構成や意味を理解する手
立てとして絵を多用している。な
ぞり書きの課題が１文字２つず
つ用意されている。絵を見れば
漢字を想起できるように表され、
表記方法もパターン化しないよう
にデザインが工夫されている。

表紙が薄くて軽く、適度な厚さで
手にとって見やすい。Ｂ５版並製
のため、児童が持ちやすいサイ
ズである。

書写 漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字が
たのしくなる本ワーク３部首あそび

太郎次郎社
エディタス

漢字の部首１２９についてそれぞ
れの成り立ちと意味、部首ごとの
代表的な漢字（小学校３年まで）
を取り上げている。

部首の成り立ちを人の姿、体の
部分、動植物、社会、道具など１
１に分類し、身近なものから順に
配列している。

絵が多用され、漢字の意味をつ
かみやすいように配慮されてい
る。

表紙が薄くて軽く、適度な厚さで
手にとって見やすい。Ｂ５版並製
のため、児童が持ちやすいサイ
ズである。
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

平仮名の学習を始めた児童に、
書き方を指導したい場合に適し
ている。なぞり書き、言葉づくりな
ど指導の工夫ができる。

なぞり書き、言葉づくりなど指導
の工夫ができる。平仮名の学習
を始めた児童に、書き方を丁寧
に指導したい場合に適している。

3年生までの漢字をまとめるのに
適した教材である。漢字を習熟さ
せる教材として最適であり、繰り
返し学習できる内容である。

「漢字がたのしくなる本」①～③
までを学習してきた児童には、系
統的に漢字を学ぶことができる。
学習する漢字の数が多くあるた
め、漢字の習熟に適している。

文字の形を捉えることが苦手
な児童でも、文字の特徴とな
るはらいやはねなどの点線を
なぞる練習を通して、スモー
ルステップで平仮名の練習を
することができる。

マス目も大きく、書き込む量も適
切である。練習も、なぞり、白抜
き、マスと段階を踏んでおり、初
めて平仮名を学習する児童に適
している。低学年の児童の平仮
名の学習に適当である。

点線をなぞることから始め、文字
の形を捉えることが苦手な児童
でも、スモールステップで平仮名
の練習をすることができる。情報
量もちょうどよく、書くことが苦手
な子でも、取り組みやすい量で、
達成感を得ることができる。

書写 高嶋式
子どもの字がうまくなる練習ノート

ＰＨＰ研究所

平仮名、片仮名、数字、漢字が
大きく1文字ずつ示され、筆順を
含めて文字をきれいに書くポイン
トを学習することができる。鉛筆
の持ち方、運筆練習、色鉛筆で
のなぞり、塗りつぶし練習など文
字を書く準備段階の学習が含ま
れている。

ステップ1（鉛筆の持ち方や姿
勢）ステップ２（平仮名）ステップ３
（数字と片仮名）ステップ４（漢
字）の構成になっている。
練習頁は見開きで、右頁が上手
に書くためのポイント、左頁が練
習用の書き込み頁となっている。

練習用手本の文字の大きさは１
３０ポイント、１１０ポイント、５４ポ
イントで示されている。
文字練習用のマス目は、２０㎜
×２０㎜である。
手本は手書きで親しみやすく、書
き方のポイントが具体的に説明
されている。

表紙はソフトカバーである。
製本はしっかりしている。

運筆練習や文字を書くポイントが
丁寧に示されており、児童にとっ
て分かりやすい内容となってい
る。きれいに平仮名を書くことが
できるという自信をもち、文章や
日記などを楽しんで書けるように
なっている。

書写 子どもがしあげる手づくり絵本　あいう
えおあそび（上）　ひらがな５０音

太郎次郎社

平仮名を書く準備としての線描
き、４８文字の書き方、ごく短い
文の視写、簡単な言葉づくり、言
葉遊びが取り上げられている。

平仮名が五十音順に配列され、
五十音表の行ごとに平仮名練習
と言葉づくり、言葉あそびが配置
されている。

文字、絵の大きさが適当である。
親しみやすい２色刷りの挿絵が
配置されている。保護者向けの
活用の配慮点が書かれている。

表紙が薄く軽いため持ちやす
い。

書写 漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字が
たのしくなる本ワーク４漢字の音あそび

太郎次郎社
エディタス

小学校３年生までの漢字は、漢
字の音遊びを通して、形声文字
の成り立ちを学ぶことができる。

構成は、７項目である。具体的に
は、漢字の音読み、単音・長音・
２音等の分類演習、音と形の一
致と音の記号となる部首の位
置、音の変化である。

文字がはっきり表現している。読
みに重点を置くため絵は少な
い。

表紙が薄くて軽く、適度な厚さで
手にとって見やすい。Ｂ５版並製
のため、児童が持ちやすいサイ
ズである。

平仮名の形を捉えられるようなイ
ラストが描かれている。書き順も
無理なく覚えられる工夫がされ
ている。

表紙は耐久性があり、中は書き
込みやすい材質である。

書写
もじのかたちをとらえるための
ひらがなれんしゅうちょう改訂版

ＮＰＯ法人
リヴォルヴ学校

教育研究所

形が似た文字ごとにやさしい平
仮名から書き込んで練習していく
ワーク式の内容である。

絵の中の点線をなぞることから
始め、白抜き文字、マスに書い
て練習と段階を踏んでいる。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

社会
◎ こども六法 弘文堂

六法全書の内容を子供でも容
易に理解できるように、わかりや
すく翻訳したもの。

憲法、民法、刑法、民事訴訟
法、刑事訴訟法から、商法を除
外しつつ、少年法、いじめ防止
対策推進法を加えた構成になっ
ている。

小学生でも読めるように漢字に
はすべてルビがふられ、法律の
難しい用語もわかりやすくイラス
ト付きで解説されている。

見開き192頁。軽い材質の紙が
使われていて持ちやすく見やす
い。

法治国家である日本において、
法律は自分を守る武器になると
同時に加害者側にもなりうること
を、身近な問題に照らし合わせ
て学習することができる。物事
の善悪や自分たちの行動が法
に直結することをわかりやすく知
るために適してる。

社会 いちばんわかりやすい
小学生のための学習日本地図帳

成美堂出版
日本の各地方の地理、見どこ
ろ、産物などの特色を地図と
ともに紹介している。

全項目について見開き２ペー
ジで、日本各地の特色につい
て示す構成になっている。

文字の大きさは１１ポイン
ト、解説の文字は９ポイント
である。全頁カラーである。
漢字には振り仮名が付いてい
る。

しっかりした装丁で、表紙、
紙質ともに丈夫で耐久性があ
る。

特色を共に紹介している地図
のため、食べ物などに興味の
ある児童が取り組みやすい。

各地方の行事や特産品など、
キャラクターのイラストであ
るため、楽しく本を読み進め
ることができる。また、地理
を覚えることが苦手な児童に
何度も本を開き、日本の地形
を学習しようとする姿が期待
できる。

対象児童が大好きなキャラク
ターである。また、全頁平仮
名と片仮名が使われているた
め、ようやく平仮名を習得し
た児童が自ら開き学習するこ
とができる。写真とイラスト
で地方の行事や特産がとても
わかりやすい。

地理の学習を苦手にしている児
童もイラストがあると意欲が上
がり、学習に取り組みやすくな
る。

視覚的な情報が優位な児童に
とって地理に興味をもたせ、日
本の地形を学習しようとする姿
が期待できる。

地理を覚えることが苦手な児
童に興味をもたせ、何度も本
を手にし、日本の地形を学習
しようとする姿が期待でき
る。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

社会
ドラえもんちずかん１
にっぽんちず

小学館

ドラえもんのキャラクターと
いっしょに日本の各地をめぐ
りながら都道府県名、地名、
名所、人々のくらしなどを学
ぶ内容である。

見開き頁に１地方ごとの地
図、名産・史跡・クイズなど
写真、イラストつきで掲載さ
れている。情報量は適量であ
る。

すべて平仮名表記で都道府県
名は赤字、河川は青字など分
かりやすい。

表紙の紙質は堅く装丁はしっ
かりしている。頁の紙質も丈
夫である。
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

各地方の行事や特産品など、
キャラクターのイラストで興味を
ひき、楽しく知識を得ることがで
きる。視覚的な情報が優位な児
童にとって、何度も本を手にし、
世界の名産や土地柄を学習しよ
うとする姿が期待できる。

地理を覚えることが苦手な児
童に興味をもたせ、世界を身
近なものとして捉えやすく
なっている。

日本や日本以外の国に興味・
関心をもっている児童にとっ
て、日本と世界の国々の特徴
を比べたり、調べたりする学
習につながる。

東京を飛行船の上から描くと
いう、興味深い内容になって
いるため、児童の関心を引き
付けることが期待できる。
また、視覚優位の児童のた
め、東京についての地理的な
学習に効果的に活用できる。

自分たちの郷土に興味をもち、
東京の変化も捉えることができ
る。視覚優位の児童が、東京に
ついての地理的な学習に効果
的に活用できる。

社会
絵で見る日本の歴史 福音館書店

約１０万年前の旧石器時代から
現代までの人々の生活の様子
を描いた絵本である。この人は
何をしているのだろうかと想像し
たり、歴史的な特徴のある道具
や出来事等を探したりしながら、
日本の歴史の大きな流れを、視
覚的に学べる絵本である。

日本の旧石器時代から頁をめく
る度に、縄文から現代へと順に
時代が新しくなり、１ページずつ
時代が変化する構成で、３１場
面描かれている。巻末に各絵の
詳細な解説がある。

各時代の人々の生活の様子が
見開き２頁ずつ絵で描かれてい
る。文字の大きさは９ポイントで
表記されている。全頁カラー印
刷である。漢字には振り仮名が
付いている。頁の上段と下段に
白地の欄がある。

紙質は、やや艶があり厚い。表
紙は硬い紙であり、糸かがりで
製本されているため、耐久性が
ある。

イラストが非常に詳細に描かれ
ていて、それぞれの時代の様子
が視覚的に分かりやすくなって
いる。戦いや火災等の絵も丁寧
に描かれている。
文章では時代背景をとらえられ
ない児童が、挿絵をもとに各時
代の違いを見付け、時代の移り
変わりを視覚的にとらえることが
できる。

社会
ドラえもんちずかん２
せかいちず

小学館

ドラえもんのキャラクターといっ
しょに世界の各地をめぐりながら
くにのなまえ、外国の人たちのく
らし、めずらしい食べ物、動物な
どを学ぶ内容である。

見開き頁に１地方ごとの地図、
名産・史跡・クイズなど写真、イ
ラストつきで掲載されている。情
報量は適量である。

すべて平仮名表記で都道府県
名は赤字、河川は青字など分か
りやすい。

表紙の紙質は堅く装丁はしっか
りしている。頁の紙質も丈夫であ
る。

社会 あたらしいのりものずかん④
東京パノラマたんけん

小峰書店

東京の２３の事項（土地、風
景、行事等）について、飛行
船から見た風景を中心に、挿
絵と文章で表されている。

飛行船が進んでいくコースに
従って、各頁が構成されてい
る。見開き２頁がひとまとま
りとなった展開になってい
る。

見開き２頁に大きな挿絵を入
れたり、４～５個の挿絵を入
れたり頁ごとに工夫が見られ
る。説明は全て平仮名で文頭
の一字に色を付けている。

表紙はビニールコーティング
で耐久性があり、しっかりし
ている。紙質は良く、丈夫で
ある。
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算数
算数たんけん４
くりあがり　くりさがり
２けたのたしざんひきざん

偕成社

物語を読み進めながら、物をタ
イルに置き換え、繰り上がりの
ある２桁の加算、繰り下がりの
ある２桁の減算を理解させるとと
もに、テープを使って繰り下がり
のある２桁の減算の文章題につ
いて考えさせる内容である。

繰り上がりのある２桁の加算、
繰り下がりのある２桁の減算及
びそれらの文章題について説明
している。見開き２ページを１場
面とし、指導者向けに教え方や
内容を説明しているページが１９
ページある。９ページに目次が
ある。

本文の文字の大きさは、指導者
向けが８．５ポイント、児童、生
徒向けが７．５と９．５ポイントの
丸ゴシック体である。絵はカラー
である。横書きと縦書きのペー
ジがあり、横書きを基本としてい
るが、斜めや波のように配置し
た表記もある。

紙質は光沢がなく、厚みがあ
る。表紙は硬い紙で、のりでとじ
てあり、耐久性がある。短辺とじ
で見開きである。

算数の物語にそって、具体物で
計算の仕方を理解することがで
きるので、視覚優位のお子さん
が学びやすい本になっている。
文章で理解しにくいところもイラ
ストが手助けになっているので、
学習を進めやすい。

算数
できるできる算数練習帳３年 きょういくネット

小学３年で学習する３桁の数の
足し算・引き算、掛け算、割り
算、かさ、ながさ、三角形と四角
形等について、系統的に学習で
きるないようである。

内容のまとまりごとに、１８章か
ら構成されている。見開き２頁で
基礎から発展までがまとまって
おり、各単元の内容を順序よく
学習できる。

本文には小学３年配当程度の
漢字が使用されている。イラスト
が多く、問題を解く糸口となるヒ
ントが随所に見られる。

大きさはＢ５で、児童が持ち運び
やすく、扱いやすい大きさであ
る。

小学３年程度の算数の学習に
取り組んでいるが、なかなか定
着しない児童である。抽象的な
思考も難しいため、イラストが多
く系統的に学習できる本教材で
学習をすすめることで、学びを
深めることができると考えられ
る。

算数
かずカード くもん出版

表面が赤い点（ドット）で数を表
し、裏面にそれに対応した数字
が書いてあるカードである。ドッ
トの数を数えて、数字を確認す
る内容である。

数を表すカードは、１～５０まで
の50枚である。表面の赤い点
（ドット）は、横に並べて表示さ
れ、5以上になると次の行に移る
ようになっている。それが50まで
繰り返される。

赤い点（ドット）と数字のカードと
いうとてもシンプルな内容で、分
かりやすい。点は見やすい大き
さで指で指して数えることが容易
である。数字の大きさは太く表
記（300ポイントの丸ゴシック体）
され、指でなぞって学習すること
も可能である。

カードは厚紙でできていて耐久
性がある。大きさはB6サイズで
扱いやすい。

特別支援学級の児童の数の導
入には最適である。大きく見や
すいだけでなく、ドットがあるだ
けで数の量感がつかめる。カー
ドを使って幅広い授業展開が考
えられる。

１～２０までの数字が順番に配
列され、数と量の関係の概念を
掴みやすい。また、１ページで１
つの数字を学習することがで
き、数字を初めて学習する児童
に適している。

数字を、絵とともに親しみやすく
学習できる構成である。何度も
消して書き直すことができる。数
の入門期として活用できる。視
覚的優位な児童にとって大きい
数字はわかりやすい。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

算数
すうじのおけいこえほん くもん出版

絵と文章を見ながら、１から２０
までの数字を学習していく内容
である。

１から２０までの数字を順番に配
列している。数字ごとに描かれ
ている絵は、その数字の形に
なっていて、「なににみえる？」と
いう質問の答えとして数字を連
想できる。１頁に１つの数字を学
習できる。

絵が多様されていて、数字に親
しみやすいように配慮されてい
る。絵は、学習する数字と同じ形
をしている。

紙質は厚くて、耐久性に富んで
いる。装丁もしっかりしている。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

自分で針を操作することで、時
が進んでいることを理解する
きっかけとなる。時刻・時間とし
ての学習が困難な児童には、一
日の時の移り変わりを理解させ
る学習としても利用できる。

時刻・時間としての学習が困難
な児童には、一日の時の移り変
わりを理解させる学習としても利
用できる。自分で動かせる時計
がついている。針と時間によって
色が分けられており、視覚優位
な児童にとって分かりやす教材
となっている。

数に関わる様々なイラストや写
真が使われているため、児童が
興味・関心をもつことができる。
数に対して苦手意識がある児童
がいるが、そのような児童にとっ
ても楽しく算数を学ぶきっかけに
なるような内容である。

量感が身に付いていない児童に
は、本に載っている体験を積む
ことで量感を身に付けやすい。

カラーのイラストが多様されてい
る。数や量をイメージしやすいの
で、理解が高まる。

イラストが多く使われていること
で、数や量をイメージしやすく、
ポイントとなるところが、児童に
分りやすくなっている。文字だけ
では場面の理解が困難な児童
に有効である。

算数 学ぼう！算数  中学年用上３年改訂版 数研出版
掛け算、大きな数、重さ、図形、
時刻と中学年で学習する内容を
幅広く扱っている。

イラストなどが多く使われてい
て、視覚的に分かりやすい。

例題も載っているので、繰り返し
学習をして定着を図ることができ
る。

しっかりした作りで耐久性が高
い。

平仮名と片仮名で表記されてお
り、片仮名には振り仮名が付い
ている。全頁カラーである。時計
の針、数字なども青や赤で合わ
せてあり、時計の説明するとき
でも分かりやすい。実際に針を
動かせる時計の模型が貼り付け
られていて、どの頁でも利用でき
るようになっている。

表紙は厚紙で、時計の模型も
しっかりしていて、針も操作しや
すい。やや大きく重めである。

算数
はとのクルックのとけいえほん くもん出版

親しみやすい動物を人間の生活
に例えて、朝６時から夜８時まで
という生活時間の中で、生活の
流れと時刻を対応させて学習で
きる絵本である。

見開き２頁で構成している。前
半は○時、後半は○時○分とい
う時刻となり、時刻表示の仕方
は話が進むにつれて難しくなっ
ている。表紙を含めて、全ての
右頁が時計の大きさにくりぬい
てあり、読み進めながら時計を
操作して時刻の学習ができるよ
うになっている。
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小学校

数や量感を学習することを通し
て、日常生活に必要な力を身に
付けることができる。イラストな
どで分かりやすく示してあるの
で、理解が深まる。

教科書の内容を学ぶだけでな
く、それを生活の中で生かせる
力を身に付けることが大切であ
る。この本を使って学習すること
で、文だけでは苦手な児童がわ
かりやすく理解し生活における
応用力を高めることができると
考える。

算数 小学校６年分　やさしくわかる算数図
鑑

成美堂出版

１年生で学習する「数の概念」か
ら６年生の「比例と反比例」まで
の内容が単元ごとに解説されて
いる。

「数と計算」「平面図形・立体図
形」「表とグラフ」の３つの章で構
成されている。１つの単元が、見
開きまたは１ページごとに解説さ
れている。

全項カラーで図や写真が多く使
われ、解説も端的でわかりやす
い。漢字には全て振り仮名が付
いている。

紙質は厚くしっかりとしている。
装丁、製本ともに丈夫である。

算数の様々な分野に関心をもっ
て、意欲的に学習に取り組むこ
とができる児童に対して、小学
校の学習のまとめに活用でき
る。また、視覚的にも見やすくわ
かりやすい。

入門期の数と計算の意味が分
かりやすい。いつも使用している
タイルでの学習がしやすい。１０
までの数が正しく数えられるよう
になった児童に活用できる。

教科書では学習の困難な児童
に有効な教材である。シリーズ
化されているため、算数を系統
的にも学べる。

入門期の数・量と計算の意味が
分かりやすい。イラストや説明が
とても分かりやすく、問題の量も
丁度よい内容である。

タイルやイラストを多用して、計
算方法を学ぶことができる。大き
な数や量にも対応し、視覚優位
な児童の学習に適している。

算数 学ぼう！算数  中学年用下４年改訂版 数研出版
比、角の大きさ、図形など、中学
年で学習する内容を幅広く扱っ
ている。

イラストなどが多く使われてい
て、視覚的に分かりやすい。

例題も載っているので、繰り返し
学習をして定着を図ることができ
る。

しっかりした作りで耐久性が高
い。

算数 スーパータイルのさんすう  らくらく算
数ブック１

太郎次郎社エ
ディタス

多い少ない、５までの数、９まで
の数、９までのたしざん・ひきざ
ん、２けたの数、くりあがりのたし
ざん・ひきざん、２けたの数のた
しざん・ひきざん等、小学１年生
程度の内容が学習できる。

タイルを通して数との出会いを
学ぶ。タイルを通して１０進位取
りを学べるようになっている。

色使いが単元ごとに決まってい
る。挿絵も分かりやすく、色塗り
などもできる。

厚手の紙を使っているので、直
接書き込みしやすい。

算数 スーパータイルのさんすう  らくらく算
数ブック２

太郎次郎社エ
ディタス

３けたの数、３けたのたし算・ひ
き算、４けたの数、水のかさ、長
さ、かけ算、たし算・ひき算の文
章題等、小学２年生程度の内容
が学習できる。

３・４けたの加法減法、かけ算九
九が挿絵に色を塗ったりしなが
ら視覚的にわかりやすくできて
いる。身近なものから、仕組みと
便利さを理解できるようにしてい
る。

色使いが単元ごとに決まってい
る。挿絵も分かりやすく、色塗り
などもできる。

厚手の紙を使っているので、直
接書き込みしやすい。
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小学校

文字を読んで理解することが難
しい児童でも、イラストが多く示
されているので理解しやすい。
かけ算や割り算などを解く際も、
イラストの考えを見ることでさら
に理解を深めやすい。

四則計算のまとめを行う段階の
児童への活用に適している。イ
ラストが多く示されているので、
量の感覚をもたせる手立てに活
用できる。

タイルやイラストを多用して、四
則計算のまとめを学習すること
ができるため、四則計算を身に
付けた児童の学習に適してい
る。イラストが多く示されている
ため、視覚優位な児童の学習に
も適している。

算数 　らくらく算数ブック４　図形の探検
太郎次郎社エ

ディタス

タングラムで形遊び、折り紙で多
角形と、手を動かしながら図形
に親しみ、その性質を納得でき
る。小学校図形の急所「円の面
積」は3種類の方法で公式「半径
×半径×円周率」にたどりつけ
る。

高学年の図形の領域を、分かり
やすい絵を解説で学習すること
ができる。

色使いが単元ごとに決まってい
る。挿絵も分かりやすく、色塗り
などもできる。

厚手の紙を使っているので、直
接書き込みしやすい。

文章での情報が多いと理解が
難しい児童にとって、図形の領
域をイラストを見ながら少しずつ
学習を始めるときに使いやす
い。

いままで学習した内容を、生活
に結びつけて考えることができ
る。習ったことがなかなか生活に
生かすことができない児童に
とっても実生活を例に学習が進
められるので知識を活用しやす
い。

日常的に使われている「単位」
「図形」「時間」等の概念が混乱
しやすい児童にとって、生活場
面に合わせた題材で視覚的に
捉えやすくなっている。また、生
活経験と結び付けながら学習を
進めることができる。

算数 スーパータイルのさんすう  らくらく算
数ブック３

太郎次郎社エ
ディタス

掛け算、重さ、割り算、小数、長
さ、大きな数を図やイラスト、補
足説明を見ながら学ぶことがで
きる。

見開き２ページで、上２／３に図
や絵で説明があり、下１／３に問
題が記載されている。

絵や図で考え方が記載してある
ので分かりやすい。

Ｂ５版の大きさである。児童に
とって取り扱いやすい大きさであ
る。

算数
ひとりだちするための算数・数学

日本教育研究
出版

子どもたちが学校を卒業した
後、実生活において必要な算
数・数学の項目（重さや長さ、グ
ラフ、時間など）が書き込み式で
学習できるようになっている。

実生活において必要な項目（重
さや長さ、グラフ、時間など）にし
ぼって学習できるようになってい
る。

実生活を身近に想像できるよう
なイラストが描かれていて、興味
のもてる設定になっている。漢
字には振り仮名が振ってあり、
答えを書く欄も大きくて書きやす
い。

紙質は適当である。大きさも持
ちやすく扱いやすい。
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小学校

算数
さんすうだいすき
あそぶ・つくる・しらべる
小学校３年

民衆社

小学３年で学習する３桁の数の
足し算・引き算、掛け算（導入か
ら３桁×２桁）、割り算（導入から
３桁÷１桁）、分数、円、二等辺
三角形、単位（ｃｍ、ｍ、ｋｍ、ｇ、
ｋｇ、ｌ）、小数等について、身近な
活動を通して学習できる内容で
ある。

内容のまとまりごとに、九つの章
と付録から構成され、それぞれ
の章は、更に３～６の節に分け
られている。一つ一つの問題
を、４人の子供が大人とのやりと
りの中で解法を考え、正解を導
き出していく構成となっている。
本文には、小学３年配当程度の
漢字が使用されている。

一部の漢字には、振り仮名が振
られている。イラストが多く、問
題の解法が分かりやすく示され
ている。全頁モノクロである。文
字の大きさは、１４ポイントであ
る。

児童が持ち運びやすい大きさで
ある。

一つの問題に対して、複数の解
法を示している。一部の解法
は、検定済教科書等に示されて
いないものであるため、配慮が
必要である。
自分の考えに固執し、他の意見
を受け入れられない児童が、図
を通して、理解を広げることに適
している。

「数と計算」の領域の内容では、
全ての章を通して、タイルを用い
て系統立てた説明をしている。
練習問題、まとめの問題の量が
充実している。

例題や練習問題、まとめの問題
を解くことでゆっくり学ぶ児童が
系統的に内容を学ぶことができ
る。

キャラクターが説明をしているの
で、児童が興味を示し無理なく
算数の学習ができる。学習に興
味をもちにくい児童が、キャラク
ターを通して分数や小数の意味
などを理解することが期待でき
る。漫画形式で内容も理解しや
すい。

抽象的な概念の理解が難しい
児童には、具体的に分数や小数
の仕組みを理解させることがで
きる。

量の概念の基礎、比較、弁別、
仲間集め等の内容について、大
きな絵と短い文章で丁寧に扱わ
れている。数の基礎的な概念を
獲得させる段階の児童の指導
に適する。絵と数字の１対１対応
が必要な児童にも効果的であ
る。１年生が数量概念の学習を
進める際に活用したい。

数の基礎的な概念を獲得させる
段階の児童の指導に適する。量
の概念の基礎、比較、弁別、仲
間集め等の内容について、大き
な絵と短い文章で丁寧に扱われ
ている。挿絵があるので、視覚
的に内容を理解できる。

紙質・装丁とも教科用図書として
は適当である。

ドラえもんの算数おもしろ攻略
分数・小数がわかる(改訂新版)

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１
（量概念の基礎、比較、なかま集め）

同成社

比較や分類、弁別、仲間集めな
ど数の概念を獲得する前段階に
必要な、物の見方、考え方を形
成する内容である。

導入部分はカラーで身近なもの
が大きく描かれている。各頁に
は、「指導の展開」が注釈として
載っており、指導上参考になる。
色を塗ったり書き込みができる
よう工夫されている。「量概念の
基礎」「分類」「弁別」「仲間集め」
「ゲーム」の内容で構成され、分
類では、形の弁別も扱うなど、幅
広く題材を選んでいる。

導入部分はカラーで身近なもの
が大きく描かれている。各頁に
は、「指導の展開」が注釈として
載っており、指導上参考になる。
色を塗ったり書き込みができる
よう工夫されている。

小学館
分数・小数の仕組みについて分
かりやすく説明してある本であ
る。

児童の親しみある身近なキャラ
クターが説明していく構成であ
る。

漫画で示されている。
コンパクトな大きさで児童が扱い
やすい。紙質、装丁ともに適当
である。

算数
わかるさんすう２ むぎ書房

小学校学習指導要領「算数」の
２年から３年に示された内容のう
ち３桁・４桁の数とその足し算・
引き算、かさ、長さ、掛け算九九
等について、系統的に学習でき
る内容である。

内容のまとまりごとに、13章から
構成されている。それぞれの章
は、いくつかの例題と練習問
題、まとめの問題から構成され
ている。

本文には、小学２年配当程度の
漢字が使用されている。一部の
漢字には、振り仮名が振られて
いる。イラストは、例題等の解法
の説明に必要な最小限のもの
に限られている。

児童が持ち運びやすい大きさで
ある。

算数

算数
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小学校

数の1対１対応が苦手な児童
や、たし算を習得していない児
童が、挿絵を手掛かりにして、抵
抗感なく取り組むことができる。

５までの数について、具体物か
ら半具体物を経て、数字に置き
換えまでの過程が、丁寧に扱わ
れていて、数の概念を具体物を
イメージしながら、理解できるよ
うに配慮されている。数概念を
獲得し始めた児童に活用してい
く。

数の１対１対応やたし算を学
ぶ児童が、数の概念を具体物
や半具体物をもとにイメージ
しながら理解をはかることが
できる。

曖昧な表現がつかみにくい児童
にとって、数の概念を具体物を
イメージしながら、理解できる配
慮になっているため、数の導入
段階の学習に適している。視覚
優位な児童が挿絵を手掛かりに
して、抵抗感なく取り組むことが
できる。

数の概念を具体物をイメージし
ながら、理解できるように配慮さ
れている。数に興味があり１対１
対応で物を数えることができる
児童が多い際は、数量概念をよ
り確実なものにするために活用
できる。

算数
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２
（１対１対応、１～５の数、５までのたし
算）

同成社

５までの数について「1対1対応」
「具体物を数字に置き換える」
「数の順序」「足し算」について、
図、文字、記号等を用いて示し
ている。

「具体的操作による１対１対応」
から始まり、半具体物操作へと
移行していく構成である。１頁に
載せてある課題数も適切であ
る。

絵は身近なもの、食べ物取り上
げて、一部はカラーである。文字
は、平仮名、片仮名、数字であ
る。各頁に「指導の展開」が載っ
ている。

紙質・装丁ともしっかりしてい
て、耐久性に優れている。大きさ
はＢ５で扱いやすい。
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小学校

足し算・引き算の導入の段階の
指導に適している。答えが6以上
になる計算を習得していない児
童が、抵抗感なく取り組むことが
できる。

６～１０までの数を、５のまとまり
を基にした考え方で説明してい
る。練習問題も適当な分量で
載っており、本に書き込めるよう
になっている。指を使った足し算
や数え足しで計算する児童に活
用する。

数量概念と足し算・引き算の導
入の段階の指導に適している。
6以上になる計算を習得してい
ない児童が、抵抗感なく取り組
むことができる。

これから足し算や引き算を学ぶ
児童に有効な教材である。問題
の量もちょうど良く、集中力を保
ちながら学習を進めることがで
きる。

算数 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３
（６～９のたし算、ひき算、位取り）

同成社

６から２桁まで、１桁のたし算・引
き算、時計の読み方について、
図・文字・記号を用いて示してい
る。

数字を書く色を塗るなどの問題
もある。時計の読み方は長針は
全て「１２」を指しているため、１
時間単位の読み方に限定され
る。

絵は身近なもの、食べ物取り上
げ、一部はカラーである。文字
は、平仮名、片仮名、数字であ
る。ほとんどの頁に「指導の展
開」が載っている。

紙質・装丁ともしっかりしてい
て、耐久性に優れている。大きさ
はＢ５で扱いやすい。
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小学校

「さんすうの窓」がワンポイントア
ドバイスになっており、繰り上が
りや繰り下がりのイメージをもて
ない児童が、挿絵をもとに理解
を深めることができる。

繰り上がりや繰り下がりのイメー
ジをもてない児童が、挿絵をもと
に理解を深めることができる。繰
り上がり繰り下がりの計算につ
いて、常にタイルを操作し、確か
めた上で筆算を行うなど、理解
を確実にするため、丁寧な説明
がされている。

繰り上がり繰り下がりの計算に
ついて、常にタイルを操作し、確
かめた上で筆算を行うなど、理
解を確実にするため、丁寧に説
明がされている。日常生活に
沿っているので、児童が意欲的
に取り組むことができる。

具体物や半具体物の操作での
計算を理解している児童が、
繰り上がり繰り下がりの計算
を学習する際に、挿絵を基に
タイルを操作したり、筆算を
行ったりする過程を理解しや
すい。

視覚的な情報が優位な児童に
とって挿絵をもとに繰り上がりや
繰り下がりをイメージしやすい。

児童の特性上具体物の使用が
不可欠である。本書を活用する
ことにより具体物を活用した学
習を展開することができる。

タイルを操作しながら計算を進
めることができ、繰り上がり繰り
下がりの計算を学ぶことができ
る。具体物の操作から、抽象的
概念に移行する時期に適当であ
る。視覚優位な児童の学習にも
適している。

算数
ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４
（くり上がり、くり下がり、２けたの数の
計算）

同成社

繰り上がりのあるたし算、繰り下
がりのある引き算を中心に、２桁
の足し算・引き算・単位につい
て、図・文字・記号を用いて示し
ている

例題、練習問題の分量も多く
載っている。「さんすうの窓」も、
興味のあるコーナーになってい
る。

絵は身近なもの、食べ物取り上
げ、一部はカラーである。文字
は、平仮名、片仮名、数字であ
る。ほとんどの頁に「指導の展
開」が載っている。

紙質・装丁ともしっかりしてい
て、耐久性に優れている。大きさ
はＢ５で扱いやすい。
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小学校

３桁の数とその足し算・引き算、
お金の計算、掛け算・割り算の
入門、単位の換算について、丁
寧に説明している。「さんすうの
窓」や「ことばをゆたかに」のコー
ナーも活用できる。

丁寧な説明があり、学力の積み
重ねに課題のある児童に有効
である。大きな数やかけ算の意
味を捉えづらい児童が、挿絵を
もとに理解を広げることができ
る。

四則計算の理解が不十分な児
童にとって、本教材は３桁の数と
その足し算・引き算、掛け算・割
り算の入門について、丁寧に説
明されており、それぞれの計算
の意味を理解させることができ
る。

視覚的な支援を必要とする児童
には、図との一対一対応で学習
させることもでき、効果的であ
る。

３桁の数の足し算・引き算、
お金の計算、掛け算・割り算
について学習する児童にとっ
て、挿絵やタイルの操作をも
とに理解しやすくなってい
る。

身近な題材でイメージしやすく大
きな数やかけ算の意味をとらえ
にくい児童が、挿絵をもとに理解
を広げることができる。

四則計算に自信のない児童や
計算のやり方を忘れてしまう児
童には、丁寧に説明がされてい
るため、学習の積み重ねに有効
である。

絵は身近な生活場面を取り上
げ、一部はカラーである。文字
は、漢字、平仮名、片仮名、数
字である。教師にとっては「指導
の展開」が参考になり、使いや
すい。

紙質・装丁ともしっかりしていて
耐久性に優れている。大きさは
Ｂ５で扱いやすい。

算数 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５
（３けたの数の計算、かけ算、わり算）

同成社

３桁の数と、その足し算・引き
算、お金の計算、掛け算・割り算
の入門、単位の換算について
図・文字・記号を用いて示してい
る。

各単元は、タイル操作、筆算、
文章題の構成になっている。「こ
とばをゆたかに」のコーナーも参
考になる。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

理科 ◎ フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるな
つあきふゆ

フレーベル館

日本の四季を自然、行事、食べ
物などの観点から説明してい
る。写真やイラストをのせて四季
の様子を分かりやすく説明して
いる。

全項目について見開き２ページ
の構成になっている。

文字の大きさは１２ポイントで表
記されている。難しい言葉は平
仮名で書かれており、漢字には
振り仮名が付いている。全ペー
ジカラーである。

厚手の装丁で、表紙、紙質とも
に丈夫で耐久性がある。

内容を理解しやすくするために、
図解やイラストが豊富に使われ
ている。四季を意識しにくい児童
のために、季節の総合的な学習
に適している。

理科 ◎ フレーベル館の図鑑ナチュラ　ふしぎ
をためす図鑑（１）　かがくあそび

フレーベル
科学を身近に感じられる内容が
掲載されている。

テーマごとに配列されている。

児童が興味関心をもてるような
イラストや写真がたくさん使用さ
れている。また、カラーで見やす
い。

耐久性がある。

写真やイラストが豊富に使われ
ている上、理科を身近なものに
感じられる内容になっているた
め、児童が親しみやすいやす
い。文字には振り仮名も付いて
いるため、興味がもてる部分を
自ら進んで読める内容になって
いる。

理科 ◎ ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人
のからだ

学研
人体のしくみや働きの基本的な
知識を得られ、人体について詳
しく記載されている。

人体を、「からだのつくり」「成長
と健康」の２つの大きなテーマで
記載されている。

児童が興味関心をもてるようイ
ラストや写真がたくさん使用され
ている。また、カラーで見やす
い。

耐久性がある。

人体のからだについて、写真や
イラストが豊富に掲載されてい
るため、自分のからだと照らし合
わせながら学習することができ
る。また、自分で知りたいことを
見つけやすい内容になってい
る。

理科 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑
ちきゅう

学研プラス

地球や宇宙、天気のことを「ち
きゅうと星」「ちきゅうの中」「大む
かしの生きもの」「天気」の４分
野に分けて紹介している。いろ
いろな地球や宇宙のことなど
を、写真や絵で説明した図鑑で
ある。

分類ごとに、植物の仕組みなど
がＱ＆Ａ形式で紹介されてい
る。構成は見開き２頁である。

文字の大きさは、全体的に大き
く見やすい。全頁カラー印刷で
ある。地球や宇宙の現象などが
写真やイラストで紹介している。
漢字には振り仮名が付いてい
る。

紙質は光沢があり、十分な厚み
がある。表紙は硬く、糸かがりで
製本されているため、十分な耐
久性がある。

天気や地球の事象などについて
写真や絵で掲載しているので、
視覚的情報が入りやすい児童
が見やすく興味を引きやすい。
巻末に索引が載っているため、
調べ学習に用いたり、図鑑等の
使い方の指導も行うことができ
る。視覚優位の児童が、図や絵
から地球の仕組みを理解し、興
味を広げることに適している。

季節、動植物種を問わず、一年
間使用できる。動植物に興味・
関心が高い児童の調べ学習に
効果的な教材である。日常生活
に沿っているので、児童が意欲
的に取り組むことができる。

写真やイラストが多く掲載されて
いることで、文字が苦手な児童
も内容を理解しやすくなってい
る。また、自らの調べ学習にも利
用できる。季節、動植物種を問
わず、一年間使用できる。

イラストが多く、視覚的にわ
かりやすい本編は、学習はも
ちろん、学習以外でも読み物
としての学習効果が期待でき
る。また、季節や動植物種を
問わず、一年間使用すること
ができる。

ほとんどの項がカラーで見やす
い。

耐久性がある。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

理科
小学館の図鑑ＮＥＯ  飼育と観察 小学館

虫、水生生物、鳥、小動物の飼
育や観察方法、植物の栽培や
観察の方法を、写真、イラスト、
解説文で詳しく記載されている。

虫、水生生物、鳥、小動物、植
物の飼育野菜倍の方法を種類
ごとに１～４項で説明している。



種目
今年度新たに
調査した本
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2－（2）
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

理科 小学理科か・ん・ぺ・き
新しい教養のための理科　基礎編

誠文堂新光社

昆虫や動物、植物の様子、気
象や星空の観察、身近な物で
できている実験が記載されて
いる。

「生命の世界」、「地球と宇
宙」、「身の回りの科学」の
３部で構成されている。１つ
のトピックスを１～２頁でま
とめている。

難しい漢字には振り仮名が付
いている。写真やイラスト、
グラフ等が多数使用されてい
る。

表紙はコーティングされてい
る。

科学の世界が好きな児童である
ため、児童の興味・関心を大事
にしながら、読み進められること
が期待できる。また、１つのト
ピックを見開きで紹介しているた
め、わかりやすい。

頁の下に安全面での配慮事項
を記載している。自分で自然観
察ができるように具体的なノート
の取り方を紹介しているため、ど
のように学習すれば効果的かが
わかり興味の幅が狭い児童が、
自主的に学習や研究するきっか
けになることが期待できる。

全頁に振り仮名があるため、文
字の習得がゆっくりな児童にとっ
て、自分の力で読むことができ
る。また、写真やイラストが大き
く、文字も少ないため、文章理解
の難しい児童にとってもわかり
やすい内容で、学習効果が期待
できる。

全頁に振り仮名があるため、自
分の力で読むことができる。ま
た、科学遊びをするために「用
意するもの」「準備」という項目が
あり、児童自身がすすんで準備
をすすめられることが期待でき
る。

理科
科学シリーズ 　野の草花 福音館書店 道端の草花を紹介している。

道端に咲いている草花を季節ご
とに分類されている。

絵が効果的に描かれている。 表紙は厚く、耐久性がある。

実際に調査するときに活用でき
る。植物の説明が簡潔で、春夏
秋冬ごとに載っているため、情
報を整理することが苦手な児童
も、視覚的情報があるので調べ
学習の導入として扱うことができ
る。

理科
虫たちのふしぎ 福音館書店

昆虫やクモ類等の虫を、「あた
ま」「くち」「おしり」等の部位に着
目して、紹介している写真集で
ある。写真の１枚１枚に解説文
が付いている。

虫を「あたま」「くち」「あし」「は
ね」「おしり」等の身体の部位に
焦点を当て、児童の興味・関心
を強く引く接写した写真で紹介し
ていく構成となっている。

１～８枚の写真が各頁一杯に掲
載され、それぞれに解説文が付
いている。漢字には振り仮名が
振られている。解説文の文字は
主に８ポイントである。目次は、
器官名を色分けして記載してあ
り見やすい。索引は、昆虫名及
び撮影場所や撮影月も表記され
ている。

児童が持ち運びやすい。表紙が
しっかりしており、本文の頁も厚
めの紙で、扱いやすい。

写真が大きく、児童の興味を引
き、虫の身体のつくりや生態に
ついて学習することができる。虫
など自然界に興味をもつ児童に
とって見やすく、調べ学習にも適
している。視覚優位の児童が、
絵から虫に興味を抱き、調べ学
習に取り組むことが期待できる。

理科 小学校の理科を良問ベスト６０で完
全攻略

ＰＨＰ研究所

生き物のふしぎ、ものの性質
とはたらきのふしぎ、地球と
宇宙のふしぎ、化学のふしぎ
の４章から構成されており、
小学校で学ぶ理科の基礎を網
羅している。

見開き左頁にその単元の基礎
的知識が書かれており、右頁
に具体的な質問が1問ある。次
頁にその答えと解説が掲載さ
れている形式である。

全頁に写真、イラストがあ
り、文章量が少なく、読みや
すい。必要な情報のみシンプ
ルに掲載されている。

A5サイズ１９０頁、手元にお
いて読んだり、脇において
ワークシートを使用するのに
適している。しっかりした一
般的な本の作りである。

見開きの左に基礎的知識があ
り、その知識をもとに右側の１つ
の質問に答えていく内容のた
め、自分の力で問いに答えた
り、調べたりすることが期待でき
る。

文字の大きさは、本文が１２ポイ
ント、説明文が９ポイントである。
漢字には全て振り仮名が付いて
いる。全頁カラーであり、写真や
絵（イラスト）を多く使用し、遊び
や観察の方法など分かりやすく
説明している。

表紙は厚紙で、コーティングされ
ている。

理科 ふしぎをためすかがく図鑑
かがくあそび

フレーベル館

水、色、空気、音、鏡・レンズ、静
電気・電池、磁石等の身近なも
のをテーマに取り上げ、目で見
てわかる実験や工作的な内容、
観察の方法や探し方、作り方等
を数多く紹介している。図鑑の
使い方が分かりやすく書かれて
いる本である。

大きく６つのテーマで構成されて
いる。トピックスを１～２頁でまと
められている。巻末に全国の科
学博物館が紹介されている。
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生活
◎ ぼくのニセモノをつくるには ブロンズ新社

宿題、お手伝い、部屋の掃除…
やりたくないことがいっぱいの男
の子がお手伝いロボットを買っ
て、自分の代わりをさせようとす
る。そこで、ロボットに自分のこと
を伝えるために、改めて自分と
はどういう人間なのかを見つめ
なおす。

わかりやすい描写の絵と文章で
自分探しの様子が描かれていて
興味を引く内容になっている。ど
んな友達に囲まれて、どんな家
族に育まれ、どんな未来を想像
しているのか等シンプルながら
感情豊かに構成されている。

手書きのような字体で平仮名で
表記されている。場所によって
違う自分の役割を使い分けてい
ることに気づいたり、他者視点で
の自分をイメージすることができ
る表現になっている。

表紙は丈夫で、装丁もしっかりし
ている。小型で軽く、扱いやす
い。

自分を肯定的に受け止め自分
の良さを発見することで自己有
用感を育むことができる。これを
きっかけに自分のいいところ探
しなどの活動に広げることが期
待できる。

生活
◎ 虫たちのふしぎ 福音館書店

昆虫やクモ類等の虫を、「あた
ま」「くち」「おしり」等の部位に着
目して、紹介している写真集で
ある。写真の１枚１枚に解説文
が付いている。

虫を「あたま」「くち」「あし」「は
ね」「おしり」等の身体の部位に
焦点を当て、児童の興味・関心
を強く引く接写した写真で紹介し
ていく構成となっている。

１～８枚の写真が各頁一杯に掲
載され、それぞれに解説文が付
いている。漢字には振り仮名が
振られている。解説文の文字は
主に８ポイントである。目次は、
器官名を色分けして記載してあ
り見やすい。索引は、昆虫名及
び撮影場所や撮影月も表記され
ている。

児童が持ち運びやすい。表紙が
しっかりしており、本文の頁も厚
めの紙で、扱いやすい。

写真が大きく、児童の興味を引
き、虫の身体のつくりや生態に
ついて学習することができる。索
引が見やすく、調べ学習にも適
している。文字の習得が課題の
児童も、写真から生態を知ること
ができる。

生活
◎ ２１世紀こども百科歴史館 小学館

吉野ヶ里遺跡など、新たに整備
された遺跡の最新情報に加え、
ネット学習に完全対応している。
歴史上の重要な項目を時代順
にあげ、関連するホームページ
を紹介したり、ネットを利用した
自由研究の方法も適切に書か
れたりしてある。

時代順に分かれており、調べや
すくなっている。

歴史について写真やイラストが
多く使われており、興味・関心を
もちやすく、わかりやすい。

表紙は厚紙で、コーティングされ
ている。

歴史についてイラストや写真が
多いことで、興味・関心がもて、
文で学ぶことが苦手な児童に
とって意欲的に学ぶことができ
る。

生活
◎

ふしぎをためすかがく図鑑
かがくあそび

フレーベル館

水、色、空気、音、鏡・レンズ、静
電気・電池、磁石等の身近なも
のをテーマに取り上げ、目で見
てわかる実験や工作的な内容、
観察の方法や探し方、作り方等
を数多く紹介している。図鑑の
使い方が分かりやすく書かれて
いる本である。

大きく６つのテーマで構成されて
いる。トピックスを１～２頁でまと
められている。巻末に全国の科
学博物館が紹介されている。

文字の大きさは、本文が１２ポイ
ント、説明文が９ポイントである。
漢字には全て振り仮名が付いて
いる。全頁カラーであり、写真や
絵（イラスト）を多く使用し、遊び
や観察の方法など分かりやすく
説明している。

表紙は厚紙で、コーティングされ
ている。

自分で自然観察ができるように
具体的なノートの取り方を紹介
しているため、興味の幅が狭い
児童が、自主的に学習や研究
するきかっけになることが期待
できる。理科の学習を始める児
童には分かりやすい実験方法
が書かれている。

生活
からだのえほん２　すっきりうんち あかね書房

主人公の男の子がうんちをする
話を通して、食べ物の消化や体
の成長、よく噛んで好き嫌いをし
ないことの大切さ等について、
絵と文で分かりやすく説明して
いる絵本である。

男の子がトイレに駆け込む場面
に始まり、食事の風景などの絵
が見開きに描かれている。見開
きの左頁に横書きで数行の文章
が記載されている。全体の分量
は２８頁で適当である。

文字は、１８ポイントで、全て平
仮名で表記してある。絵は、自
然な淡い色調で描かれていて、
見た目にもやさしい。

大きさはＢ５で、表紙は厚く丈夫
である。紙質も適当で、装丁も
しっかりしている。

両側折り込みの頁があり、低学
年の児童と等身大に近い大きさ
で胃や腸などの絵が描かれてい
る。その中に食べ物が消化され
ていく様子が分りやすく描かれ、
体の仕組みや消化についてイ
メージをもてるようになってい
る。自分の見えないものを想像
することに課題がある児童が多
いため、本書を活用し、体の仕
組みについて学習を進めたい。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校
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小学校

生活 小学生向辞典・事典  レインボーこと
ば絵じてん

学研プラス

文字を覚え始める幼児から小学
生までを対象にした国語辞典の
体裁であるが、各語について例
文や絵で意味を説明する辞典で
ある。
ローマ字や簡単な英語も紹介さ
れている。

見出し語について、平仮名と
絵、英単語、例文が付いてい
る。また、漢字の成り立ち、なぞ
なぞ、しりとりが、随所に記載さ
れている。

文字よりも絵の割合が多い。絵
は、全てカラーである。漢字は、
全てに振り仮名が振られてい
る。英単語の表記には、片仮名
で振り仮名が付いている。

表紙は厚紙で丈夫である。

絵が多く描かれているため、児
童が興味をもちやすい。５０音順
の表記や索引など、言語に親し
みやすい構成となっている。

お手伝いの仕方がイラストで具
体的に書いてあるため、将来生
活していくためのスキルを学ぶ
ことができる絵本である。学級で
長期休みにお手伝いの宿題が
あるため、イメージするための材
料として適している。

お手伝いの仕方がイラストで具
体的に書いてあるため、将来生
活していくためのスキルを学ぶ
ことができる絵本である。

実際にお手伝いをすることを考
えながら自分のできるものを考
えることができる。

いろいろなお手伝いの仕方がイ
ラストでわかりやすく、具体的に
書かれている。中学年児童が、
家庭でのお手伝いを具体的に
学ぶのに適している。

生活
げんきをつくる食育えほん１
たべるの　だいすき！
みんなげんき

金の星社

バランスの取れた食事を考えら
れるように、わかりやすく食べ物
を４つの色のグループに分け、
食べ物の種類や生まれるまで
の様子などを楽しく紹介してい
る。

見開きで一つの紹介をしてい
る。
元気のもとは食べ物、４つの色
の仲間の食べ物、いいうんちは
どうやってできるか等を説明して
いる。

平仮名・片仮名で表記され、片
仮名にはルビが付いている。
身近な食べものがたくさん出てく
る。

ハードカバーで光沢のある紙
質。縦約２７㎝横約２３㎝。柔ら
かいがカラフルな色使いで児童
には親しみやすい丸ゴシック様
の文字である。

偏食がある児童にとっては、
キャラクターの励ましと栄養とい
う観点を教えるのに適している。
給食を残してしまう児童には、体
が元気でいるために必要な栄養
素について学ぶことができる。

生活
ぼくとわたしのせいかつえほん グランまま社

児童の身近にある物１８８種類
がその名前と絵で簡潔に示され
ている。

家族、生活用品、食べ物、衣類
玩具、乗物、動物などが取り上
げられ、１頁に４つずつ載せられ
ている。

絵は淡い色彩で描かれ、親しみ
やすい。平仮名と片仮名で示さ
れている。

製本がしっかりしている。紙質が
適当であり、水をはじく加工がし
てある。読み聞かせに適当な大
きさで製本がしっかりしている。
読み聞かせに適当な大きさであ
る。

身近な物が簡潔に示されてお
り、応用範囲の広い構成となっ
ている。楽しく遊びながら、物の
名前を見付けていくことができる
教材である。

生活
ねずみさんのながいパン こぐま社

主人公のねずみが長いパンを
持って、ゾウ、ライオンなどの家
族が食事をしているところを通
り、最後に自分の家に着いて、
家族で食事をする内容の絵本で
ある。

見開きの左頁に走っているねず
み、右頁に動物を連想させる家
の絵があり、次の頁をめくると、
動物が家族で食事をしている絵
が見開きになっている構成であ
る。全体の分量は２２頁で適当
である。

文字は、２０ポイントで、平仮名
と片仮名で表記してある。短く平
易な文章が分かち書きで表記さ
れ、分かりやすい。絵は、温かく
分かりやすい色合いで、動物た
ちの表情も優しい。文字が濃く
はっきりとして読みやすい。絵が
黒で縁取りされていて、輪郭が
はっきりしている。

小型で薄く（Ｂ５変形２２Ｐ）、低
学年の児童にも扱いやすい。表
紙は厚く丈夫である。紙質も良
く、装丁もしっかりしている。

児童が親しみのもてる動物たち
を取り上げ、家族が和やかに食
事をしている風景が描かれてい
る。食事についての学習に活用
できる。給食指導と関連させな
がら、１年生の食事マナー等の
学習の際に本書を活用したい。

生活
おてつだいの絵本 金の星社

そうじ、せんたく、おかたづけな
ど、小さな子どもでもできる「お
てつだいのやりかた」を、楽しい
絵でたっぷり紹介している。

＜１＞そうじ、かたづけ＜２＞せ
んたくとしゅうのう＜３＞食事の
じゅんび・かたづけ＜４＞生活の
４章で構成されている。

可愛らしいイラストに文が添えら
れている。文には全てルビが
ふってある。

装丁がしっかりしていて紙質も
耐久性がある。
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小学校

日常の生活で必要な技能が、数
多く、わかりやすく掲載されてい
る。この本を使って学習すること
で、視覚的に学び、手を動かし
て習得することができるようにな
ると思われる。

全て振り仮名が振ってあり、ど
の児童にも読みやすい。また、
絵や写真がカラーで載っている
ことから、児童が興味をもって見
る。日常生活に必要な事柄を絵
本で学ぶことにより、学校生活
や家庭での自立した行動を取る
ことができる。

家での生活に対する項目が多
く、一人で行えることを増やすの
に適した本だと言える。生活で
必要な知識が分かりやすくまと
めてあるので色々な場面で活用
できる。

文字に苦手な児童が興味をもっ
て見ることができる。家での生活
に対する項目が多く、一人で行
えることを増やすのに適した教
材だと言える。

全て振り仮名が振ってあり、ど
の児童にも読みやすい。また、
絵や写真がカラーで載っている
ことから、文字が苦手な児童が
興味をもって見ることができる。
季節や自然に対する項目が多
く、低学年の生活科に適した教
材だと言える。

四季を楽しく学ぶことができる。
児童が興味・関心をもちやすい
内容である。実生活の中で四季
を実感することが難しい児童が
いるが、この本を使って学習す
ることで、改めて身の回りの自
然や食べ物などについて学ぶこ
とができる。

生活 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく
遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

小学館

「着る」「食べる」「生活する」の
順に、日常の生活の中で必要な
こと、役立つことが、写真・イラス
トを交えて説明されている。「ひ
も結びの方法」や、「雑巾の絞り
方」など、具体的な項目が多い。

「着る」「食べる」「生活する」の3
部構成で、それらの中に、「爪を
切る」「上履きを洗う」など、細か
い項目が立てられている。
解説の細かい情報もある程度
載っているが、文字の大きさや
記入場所を区切ることで、初見
で分かりやすいよう工夫されて
いる。

調理や裁縫など、具体的な作業
場面では、手や指の動かし方が
わかる写真が使われている。

表紙の紙は硬く、紙質は厚い。
糸かがりで製本されているた
め、耐久性がある。

生活
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯはるな
つあきふゆ  楽しく遊ぶ学ぶきせつの
図鑑

小学館
季節や月ごとの行事や歌、植物
や虫などがイラストや写真を交
えて、まとめられている

大きくは春夏秋冬の4部構成で、
各季節の中に月ごとの項目も
入っている。見開きの2ページで
1項目としているところが多い。
解説の細かい情報もある程度
載っているが、文字の大きさや
記入場所を区切ることで、初見
で分かりやすいよう工夫されて
いる。

イラストは実写的で、写真も多く
使われている。

表紙の紙は硬く、紙質は厚い。
糸かがりで製本されているた
め、耐久性がある。
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小学校

生活 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす  もっとくら
べる図鑑

小学館

動物や建物、天体などの大き
さ、服装、食べ物、動物の行動
や能力、時間の流れ、場所の違
いを比べながら、物の概念や属
性などを学習することができる。

大きさ、行動や能力、時間の流
れ、場所の違い、それぞれによ
る比較を四章で構成している。
見開き２頁で構成されている。
観音開きになっている頁があ
り、スケール感や時間の流れを
感じることができる。目次と索引
がある。

見出しは40ポイント、本文は16、
12ポイントなどである。全頁カ
ラーである。鮮やかに写ってい
る写真を使用している。イラスト
は写実的であり、色も実物に近
い配色となっている。

表紙の紙は硬く、紙質は厚い。
糸かがりで製本されているた
め、耐久性がある。

写真やイラストで、比較が分かり
やすく記載されているので、量
感が伝わりやすい。様々な比較
を通して、興味をもって学習で
き、動物の生態を理解できる。
生き物などに興味のある児童に
とって活用を期待できる。

子どもたちに人気のキャラクター
が、日本各地の都道府県名、地
名、人々の暮らし、名所などを紹
介する形式でまとめられてい
る。児童が日本の地理に興味・
関心をもつのに適している。ま
た、視覚優位な児童の指導にも
適当である。

イラストと写真が満載の日本地
図絵本である。キャラクターと一
緒に日本の各地方をめぐりなが
ら、都道府県名、地名、人々の
暮らし、名所などを学ぶことがで
きる。視覚優位な児童の指導に
適している。

大きな写真と絵で、日本の心、
暮らし、伝統などの文化が紹介
されている。視覚優位の児童が
自ら読み進めて、日本文化を理
解するのに適している。

すべてカラーで絵や写真で詳し
く描かれておりわかりやすい。文
字理解が苦手な児童や、視覚
的優位な児童が日本について
の学習をするのに適している。

生活
ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 小学館

日本の各地方や各県の名産品
や季節の様子などが紹介されて
いる。

見開き2ページで1場面となって
いる。

すべて平仮名で読みやすい。
紙が厚めで丈夫に作られてい
る。

生活
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ
楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑 小学館

身近なテーマで「にっぽん」がわ
かる。
小さな子どもにも食べ物（食文
化）や、お祭り（行事）、遊びや会
話などがわかる。
茶室や日本の昔の家、「能」の
舞台などは
本物そっくりなクラフトを作成して
みせている。

項目ごとに色で分けられたり、
文字の大きさを変えたりと見や
すく作られている。

簡単な文章ですべて振り仮名付
き。
大人でも答えにくい項目もやさし
く説明されている。
子どもがひとりでも読める文章
である。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。
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小学校

生活 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく
遊ぶ学ぶふしぎの図鑑

小学館

幼い子どもが暮らしの中で感じ
る素朴な疑問に答える本であ
る。例えば、
・空はなぜ青い？・どうしておな
かがなる？・アサガオは、なぜ
朝がわかる？などの内容を【い
きもの】【しぜん】【からだ】【たべ
もの】【せいかつ】の5章構成に
なっている。

項目ごとに色で分けられたり、
文字の大きさを変えたりと見や
すく作られている。

一つの疑問から派生するであろ
う新たな疑問にも答えられる仕
組み、理科に限らず、伝承や慣
用句などにまでつながる構成に
なっている。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

大きな写真と絵で、生き物、自
然、体、食べ物などの不思議に
ついて紹介されている。視覚優
位の児童が自ら読み進めて、
様々な自然現象への興味・関心
を深めるのに適している。

生活 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽しく
遊ぶ学ぶよのなかの図鑑

小学館

なぜ子どもは学校に行くのか、
道路の下はどうなっているの
か、電車をしまうところはあるの
かなど、身近な世の中の「はて
な?」が分かり、子どもの素朴な
疑問に答えている。

項目ごとに色で分けられたり、
文字の大きさを変えたりと見や
すく作られている。

簡単な文章ですべて振り仮名付
き。
大人でも答えにくい項目もやさし
く説明されている。
子どもがひとりでも読める文章
である。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

全てカラーで絵や写真で詳しく
描かれておりわかりやすい。振
り仮名が振ってあり、どの児童
にも読みやすい。

生活 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  新版・
楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑

小学館

身近に「せかい」が体感でき、日
本と外国の違いがわかる。誕生
日に耳を引っ張る国やトナカイ
で通学したり、せかいの中にも
あやとりをしている国がわかった
り、満月の模様がロバに見える
大陸もわかる。
国の相違を面白く感じることがで
きる。

項目ごとに色で分けられたり、
文字の大きさを変えたりと見や
すく作られている。

１２００以上のイラストと写真や
300点ものイラストを使用した世
界の絵地図を掲載している。
視覚的に楽しくわかりやすい解
説である。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

全てカラーで絵や写真で詳しく
描かれておりわかりやすい。文
字理解が苦手な児童や、視覚
的優位な児童が世界について
の学習をするのに適している。

生活
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ
 楽しく遊ぶ学ぶくふうの図鑑 小学館

生きる力育む「くふう」が書かれ
ている。たとえば、さっと結びほ
どく、ハサミなしでも紙を切る、
物さしがなくても測れるなど。す
ぐに使えたり、救急の時などの
工夫が書いてある。

項目ごとに色で分けられたり、
文字の大きさを変えたりと見や
すく作られている。

被災地を取材し集めた、有効な
情報も子どもに分かりやすく図
説している。

紙は厚く、表紙も固くて丈夫。

大きな写真と絵で、日本のいろ
いろな工夫が紹介されている。
視覚優位の児童が自ら読み進
めて、実際に自分で試して生活
スキルを高めていくのに適して
いる。

生活
新・こどもクッキング

女子栄養大学
出版部

身近なごはんのおかずやおかし
などの料理レシピが書かれてい
て、興味をもちやすい。

見開きでそれぞれの料理レシピ
が書かれている。

調理の手順がイラストで描かれ
ている。漢字が多く振り仮名が
ない。

厚紙で丈夫に作られている。

基本的な調理作業を中心として
まとめられている。主食と魚・
肉・野菜の組み合わせについて
触れているため、児童が興味を
もちやすい構成になっている。
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小学校

写真が豊富で理解の助けにな
る。４７都道府県かるたがついて
おり、楽しく学習を進めることが
できる。漢字に振り仮名が付い
ており、抵抗なく読むことができ
る。視覚認知が優位が児童が多
いため、本書を活用して視覚的
に学習を進めることができる。

巻頭４頁で「日本の位置」「日本
の範囲」「日本の地方分け」につ
いて説明している。巻末８頁で
「日本の人口」「農業・水産業」
「工業・エネルギー」「世界遺産」
について説明している。巻頭に
日本全図の折り込みがあり、巻
末に「都道府県かるた」が付い
ている。視覚的に内容を捉える
児童に有効である。

特色を共に紹介している地図の
ため、食べ物などに興味のある
児童が取り組みやすい。

カラー写真があることによって、
視覚優位の児童にとっても興
味・関心をもって学習できる。普
段、給食や家庭で出てくる食べ
物が多く出てくるので親しみや
すい。

２０２種類の食べ物は、家庭の
食卓や給食でよく出されるもの
であり、児童が親しみやすい。
食べ物の名前を知っているが、
イメージが沸かない児童や、給
食の献立を確認するときなどに
視覚的な提示ができる。日常生
活に沿っているので、児童が意
欲的に取り組むことができる。

身近なことに興味をもつ児童が
親しみやすい。食べ物のカラー
写真が鮮やかで、興味の幅が
狭い児童も楽しく意欲的に学習
を進めるのに効果的である。

生活 いちばんわかりやすい
小学生のための学習日本地図帳

成美堂出版

日本を七つの地域に分け、それ
ぞれの地域の地形や産業、各
都道府県の特色を、写真やイラ
スト、解説文で説明している。

「九州」「中国・四国」「近畿」「中
部」「関東」「東北」「北海道」で章
立てされている。各章が「衛星写
真」「地図」「各都道府県の特色」
「産業」の四つのテーマで構成さ
れている。

全頁カラーである。解説文の字
の大きさは８ポイントであり、地
名や解説文の漢字には全て振
り仮名が振ってある。都道府県
や産業を紹介する写真やイラス
トには、解説文が付いている。

紙はやや厚く、コーティングされ
ている。表紙はやや硬い紙であ
り、のりでとじてある。

生活
２０２シリーズ  たべもの２０２ ひかりのくに

２０２種類の食べ物の名前と五
十音の平仮名、片仮名、書き
順、クイズなどを絵と文で示して
いる。

五十音順に、平仮名とその書き
順、片仮名が示され、その字を
使った食べ物が示され、平仮名
とともに、食べ物の名称を学習
する構成である。

食べ物は、日常的な食品のカ
ラー写真を使用している。見出し
の文字は大きく、書き順や片仮
名も同時に示している。見開き２
頁を２～３段に分けて使ってい
る。

表紙は固く、紙質も厚く、装丁も
しっかりしている。
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小学校

生活
こどものずかんＭｉｏ１０  たべもの ひかりのくに

ごはん、パン、たまご、牛乳、砂
糖、大豆など、児童の身近な食
品を幅広く紹介している。

各項目について、見開き２頁で
構成されている。全頁カラーで、
写真やイラストが大きく載ってお
り、児童の興味・関心を引く内容
である。

文字の大きさは１４ポイントで表
記されている。基本的には、平
仮名、片仮名表記だが、漢字に
はすべて振り仮名が付いてい
る。

表紙、紙質ともに丈夫で耐久性
がある。

パノラマワイドの頁や、パズル、
クイズの頁などもあり、集中の持
続が難しい児童にとっても、気
持ちを切り替え、楽しく読めるよ
う工夫されている。

子供や動物などのイラストを使
用して、児童の興味を引きやす
い工夫をしている。視覚優位な
児童が自然への興味・関心を深
めるのに適している。

大自然の中で過ごして動植物
が、季節に合わせて過ごしてい
る様子が分かりやすいため、児
童にとって四季を意識しやすい
工夫がされている。

生活
改訂新版体験を広げるこどものずか
ん９
からだとけんこう

ひかりのくに

まず、食べる、話す、遊ぶなど暮
らしの中でいろいろな活動がで
きるのは、体が健康に働いてい
るからであると説明している。健
康に保つには、体の仕組みや働
きを知ることが大切であると説
明し、顔、頭、目、耳、鼻などや
内臓、体を守る仕組みなど健康
に関することを分かりやすく解説
している。

体の部分、部位の名称や役割、
働きを項目ごとに解説している。
顔、目、鼻など見えるところか
ら、のど、皮膚の仕組みや息を
する仕組み、おなかの中など内
部へと配列されている。

全頁カラーでイラストや写真が
使用され、理解を助けている。
文字の字体やフォント、色も工
夫され、見やすく、分かりやす
い。

表紙は硬く、表紙以外の紙も厚
い。耐久性がある。

６０頁ほどの図鑑の体裁であり、
内容量も適切である。イラストも
写実的なものとそうでないものと
を適切に使用している。

生活 ばばばあちゃんの絵本  ばばばあちゃ
んのやきいもたいかい

福音館書店

おばあちゃんが、枯れ葉を集め
てたき火を起こし、子どもたちと
一緒に、いもやリンゴ、お菓子な
どを焼いたり、いもからお菓子を
作ったりしていく内容の絵本であ
る。

見開きに１頁の絵があり、頁の
下に白いスペースが設けられ２
行～３行の横書きの文章が記載
されている。絵には、おばあちゃ
んや子どもたちの言葉の吹き出
しがある。全体の分量は28頁で
適当である。

文章は、平仮名と片仮名で表記
され、短く平易である。文字は、
文章が12ポイント、吹き出しが10
ポイントである。絵は、子供たち
やおばあちゃんの表情があたた
かく楽しく描かれ、晩秋の風景
が分かりやすく表現されている。

大きさはＡ４変形で、表紙は厚く
丈夫である。紙質も良く、装丁も
しっかりしている。

子供たちは、リンゴ、バナナ、お
菓子などを焼いて、食べてみる
などの実験を通して、変化を確
かめる学習等に活用できる。ま
た、干し芋、じゃがいもパンケー
キなどを作り、残った食べ物は
木につるして鳥にあげるなど、た
き火を通した広がりのある活動
で活用できる。栽培活動や季節
の野菜に結び付けて学習をする
ことが期待できる。

自然の草花や野菜、木の実など
を利用した遊びが、大きな写真
やイラストで紹介されている。視
覚優位な中学年の児童が、自
然への興味・関心を深めるのに
適している。

頁の下に安全面での配慮事項
を記載している。自分で自然観
察ができるように具体的なノート
の取り方を紹介しており、自由
研究にも活用できる。写真やイ
ラストで表しているため文字の
理解に課題がある児童にはわ
かりやすい。

生活 こどものずかんＭｉｏ１２  きせつとしぜ
ん

ひかりのくに
季節ごとに野や山、水辺にいる
生き物たちを項目ごとに紹介し
ている。

各項目について、見開き２頁の
構成に全体を冬、春、夏、秋の
順で配列し、季節の変化を示し
ている。

平仮名、片仮名表記で、漢字に
は振り仮名が付いている。

表紙、紙質ともに丈夫で耐久性
がある。

生活
ふしぎをためすかがく図鑑
  しぜんあそび フレーベル館

草や花、生き物、川や海、雲・
風・雪などの身近なものについ
て、それらの観察の方法や探し
方や作り方等の内容を数多く紹
介している。

大きく４つのテーマで構成し、一
つのトピックスを１～２頁でまと
めている。身近な題材を使って
実際に遊んだり、作ったりする
等、活動を通して学習する内容
になっている。

文字の大きさは、本文が１２ポイ
ント、説明文が９ポイントである。
漢字には全て振り仮名が付いて
いる。全頁カラーであり、写真や
絵（イラスト）を多く使用し、遊び
や観察の方法など分かりやすく
説明している。

表紙は厚紙で、コーティングされ
ている。
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小学校

日本の四季の自然が大きな写
真やイラストで紹介されている。
視覚優位な中学年の児童が、
日本の四季の自然への興味・関
心を深めるのに適している。

内容を理解しやすくするために、
図解やイラストが豊富に使われ
ている。季節の総合的な学習に
適している。

実験方法など具体的に表記さ
れ、注意事項も記載されている
ため、実験を行う際に活用でき
る。

絵や写真も一緒に掲載されて実
験方法や作り方（工作）などが説
明されているので、見通しをもっ
て取り組みやすい。理科系の分
野についても幅広く、学ぶことが
できる。

虫歯菌が怖いこと、歯磨きの大
切なことを、児童に馴染みのあ
るキャラクターを通して楽しく表
現している。簡単なストーリーな
ので、自分の体の健康に興味を
もちやすく楽しく歯磨き指導がで
きる。

楽しく読むことで結果的に歯磨
きの大切さが分かる。歯磨きの
大切さは認識しているものの丁
寧に磨くことが難しい児童もいる
ため、本書を活用して歯磨きの
大切さにあらためて気付かせる
ことができる。

生活 フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるな
つあきふゆ

フレーベル館

日本の四季を自然、行事、食べ
物などの観点から説明してい
る。写真やイラストをのせて四季
の様子を分かりやすく説明して
いる。

全項目について見開き２ページ
の構成になっている。

文字の大きさは１２ポイントで表
記されている。難しい言葉は平
仮名で書かれており、漢字には
振り仮名が付いている。全ペー
ジカラーである。

厚手の装丁で、表紙、紙質とも
に丈夫で耐久性がある。

生活 ふしぎをためすかがく図鑑
  かがくあそび

フレーベル館

水、色、空気、音、鏡・レンズ、静
電気・電池、磁石等の身近な物
をテーマに取り上げ、目で見て
分かる実験や工作的な内容を
数多く紹介している。

大きく六つのテーマで構成し、一
つのトピックスを１～２頁でまと
めている。身近な題材を使って
実際に遊んだり、実験したりする
等の活動を通して学習する内容
になっている。巻末に全国の科
学博物館が紹介されている。

文字の大きさは、本文が１２ポイ
ント、説明文が９ポイントである。
漢字には全て振り仮名が付いて
いる。全頁カラーで、写真や絵
（イラスト）を多く使用し、実験の
方法などを分かりやすく説明し
ている。

表紙は厚紙で、コーテングされ
ている。

生活 アンパンマンのおはなしでてこい５  ア
ンパンマンとはみがきやま

フレーベル館

アンパンマンやハミガキマンの
キャラクターを通して、虫歯予防
のためには、歯磨きが大切であ
ることを教える内容である。

最初は、ムシバキンマンが優勢
であるが、最後はアンパンマン
の助けを借りて、ハミガキマン
が、はみがきやまをきれいにす
る物語である。

文章は、会話文が多く、キャラク
ターの行動が、分かりやすく書
かれている。片仮名には、平仮
名が振ってある。

表紙は丈夫で、装丁もしっかりし
ている。小型で軽く、扱いやす
い。
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小学校

生活
フレーベル館の図鑑ナチュラ
ふしぎをためす図鑑（４）いきもののし
いく

フレーベル館
昆虫、水の生きもの、動物、鳥
の育て方をカテゴリーごとに紹
介している。

見開き１頁または２頁で1つの生
き物について解説している。

大きなイラストや写真で、分かり
やすく飼い方の説明が書かれて
いる。漢字には振り仮名が振っ
てある。

表紙、紙質ともに厚く、耐久性が
ある。

昆虫、水の生きもの、動物、鳥
の育て方が写真やイラストで分
かりやすく紹介されている。実際
の育て方についてイメージをも
てるようになっている。生きもの
のことを楽しく学ぶことができ
る。

生活 挨拶絵本
ブロンズ新社

挨拶が必要な場面や挨拶の言
葉について説明するとともに、
様々な場面に合わせた挨拶の
言葉を考えさせる絵本である

前半は、場面に応じた挨拶の言
葉を学び、後半は示された場面
でどんな挨拶の言葉がふさわし
いかを考えさせるという構成に
なっている。

文字の大きさは20ポイントで表
記されている。全頁カラー印刷
である。漢字に振り仮名が付い
ている。青い服の男児のキャラ
クターが、挨拶や絵の説明など
の進行役を務める。

紙質はやや艶があり、厚い。表
紙は硬く、糸かがりで製本され
ているため、耐久性がある。

イラストが親しみやすく描かれて
いる。色々な場面でどんな挨拶
をするのか知ることができる。

生活
新版はじめましてせかいちず 平凡社

世界の各大陸の地図が載って
おり、見やすい。

日本地図や大陸ごとの地図が
描いてある。

漢字や片仮名は使用しておら
ず、すべて平仮名で書かれてい
る。

とても大きく、厚紙で丈夫に作ら
れている。

世界地図や地域ごとの地図で
構成され、漢字と片仮名を使用
していないため、読みが苦手な
児童にも学びやすくなっている。
地域を見開きで１ページにまと
めているので、児童が興味をも
ちやすい構成になっている。

取り上げている野菜の種類が
多く、簡潔な説明がなされて
いるので、野菜の部位の確認
や分類を学習などで活用しや
すい。観察や野外活動でも使
用できる教材である。

日常生活に沿っているので、児
童が意欲的に取り組むことがで
きる。

特徴を捉えやすい挿絵で示し
てある。野菜の名前は、片仮
名で記述し、説明はまとめて
記述してある。巻末には、作
物ごとの索引と解説が掲載さ
れている。

大きな判で、丈夫な装丁に
なっている。

生活 絵本図鑑シリーズ８  やさいのずか
ん

岩崎書店

多くの種類の野菜を種子、
芽、葉、果実、根の部位にま
とめ、説明している。食用部
位や畑での野菜の栽培の様子
も取り上げている。

各季節ごとの野菜の特徴を見
開き２頁の単位で取上げ、写
実的な絵で説明している。
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小学校

児童には野菜を植え、育つ様子
がイメージしやすい内容となって
いる。野菜作りへの興味・関心
を高める内容である。説明も詳
しすぎず、適度で扱いやすい。
学級園で育てたい野菜が網羅さ
れていて、分からなくて困るとき
に役に立つ。

適度に写実的な挿絵によって、
野菜が植えられ育つ様子が児
童にとってイメージしやすく野菜
作りへの興味・関心を高める内
容である。説明も詳しすぎず、適
度で扱いやすい。視覚的に理解
させたい児童に有効である。作
物の学習に興味をもって取り組
める児童にとって、活用できる教
材である。

野菜の挿絵によって、植えられ
てから育つまで、これから栽培
を行う児童に野菜への興味・関
心を高める内容である。説明も
詳しすぎず、適度で扱いやす
い。学級園で育てたい野菜が網
羅されていて、絵本と実際に見
る観察をすることに有効な絵本
である。

児童に親しみのある、ごはん、
パン、麺を使った料理の写真が
カラーで大きく掲載され、児童の
興味・関心を高める内容となっ
ている。簡単な文や記号が理解
できれば、調理の基本的な学習
ができる。

ごはん、パン、麺を使った料理
が、カラー写真で大きく掲載され
ている。簡単な調理の方法が掲
載されており、児童の興味・関心
を引き、料理に取り組もうという
意欲を高めるのに適している。

基本的な体の仕組みや生理現
象について、分かりやすくイラス
トを活用して、解説してある。成
長期の児童には、イラストを提
示しながら説明するなどして活
用している。

児童の素朴な疑問等に答えな
がら、学習を進めることができる
工夫がある。基本的な体の仕組
みや生理現象について、分かり
やすくイラストを活用して、解説
してある。

生活 かいかたそだてかたずかん④
やさいのうえかたそだてかた

岩崎書店

２４種類の身近な野菜を選び、
その種まきの仕方から収穫の仕
方まで、順序よく説明されてい
る。最後には、野菜作りの基本
をまとめてある。

２４種類の野菜を「実を食べる野
菜」「根を食べる野菜」「葉を食
べる野菜」に分け一つの野菜に
つき１～２頁にまとめて説明され
ている。

カラーの絵と説明文とで構成さ
れている。説明文の漢字には全
て振り仮名が振ってある。種ま
きや収穫の時期はグラフで説明
されている。野菜の絵で目次が
書かれており、目的の野菜を探
しやすい。

表紙は厚く、紙質も適当で装丁
はしっかりしている。

生活 やさしいからだのえほん１  からだのな
かはどうなっているの？

金の星社

人間の体について、基本的な生
理現象を取り上げ、その仕組み
を、各器官の名称や働きに触れ
て、説明している。

体の働きに関わる問題を提起
し、それに答える展開の形式を
取って、骨格、循環器などの説
明を行っている。

見開き２頁を１内容とし、大きく、
楽しいイラストが用いられ、見出
しを追うことで内容がつかめる。
短い平仮名の説明文である。

紙質は適当であり、大きな判
で、厚い表紙の丈夫な装丁に
なっている。

生活 ひとりでできるもん！４うれしいごは
ん、パン、めん料理

金の星社
ごはんの料理６種類、パンの料
理３種類、麺の料理５種類の作
り方を簡潔に説明している。

ごはん、パン、麺の基礎的な知
識の解説とともに、それぞれを
使った料理の材料、調理の手順
等が示されている。

見開き２頁を使って、一つの料
理の完成写真をカラーで大きく
掲載している。調理の手順の説
明文の文字や絵、写真が小さ
い。

防水性のある表紙で、各頁の紙
質は厚い。装丁もしっかりしてい
る。
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小学校

生活 やさしいからだのえほん４  むしばはど
うしてできるの？

金の星社

虫歯の原因や進行の過程を確
かめながら、虫歯予防の意味
や、歯磨きの正しい方法、バラン
スの良い食生活について平易に
説明している。

前半、歯の仕組みを説明し続い
て、虫歯のでき方、進行、虫歯
予防の方法という展開である。
虫歯に関する頁が多い。

見出し文字が大きく、内容を的
確に捉えている。写真とイラスト
が組み合わされて用いられてい
る。短い平仮名の説明文であ
る。

紙質が適当であり、大きな判
で、厚い表紙の丈夫な装丁に
なっている。

歯のつくりや、虫歯の予防につ
いて、児童に考えさせるような話
の展開により、興味をもって、知
識や習慣が身に付くようになっ
ている。体のつくりや仕組みの
学習ばかりでなく、口腔歯科衛
生の指導にも活用できる。

生活
せかいちず絵本

戸田デザイン研
究室

世界を七つの地域に分け、国名
や、地理的特徴を挿絵と文章で
説明し、後半は山・川・海・鉄道・
動物などの項目ごとに説明して
ある。

初め、地球が宇宙の一つの星で
あることが示され、次に地球全
体、七つの地域と統一的に構成
されている。一地域見開き２頁
に収まっている。

代表的な国名や地形が図解さ
れ、基本的事項の学習が容易
である。文章は全て仮名表記
で、大きめの文字とカラーの挿
絵は分かりやすい。

紙質は適当で、水をはじく。コン
パクトな大きさで、装丁もしっか
りしていて、使いやすい。

観光案内図のような地方の簡略
な絵地図の上に、国々の名前と
山・河川・特産物の挿絵がある。
後半は、山の高さ比べや交通網
を簡略な絵で説明してある。

生活
にっぽんちず絵本

戸田デザイン研
究室

日本列島を、北海道から沖縄ま
で８地方に分け、挿絵と文章で
説明し、後半は山・川・道路・鉄
道・動物などの項目ごとに説明
してある。

初め、日本が世界の国々の中
の一つであることが示され、次
に国土、各地方と統一的に構成
されている。一地方が見開き２
頁に収まっている。目次はない。

都道府県名が各地方別に図解
され学習しやすい。文章は全て
仮名で表記されている。挿絵は
カラーの簡略な絵で分かりやす
い。

紙質が適当であり、水をはじく仕
様である。コンパクトな大きさ
で、装丁もしっかりしていて、使
いやすい。

親しみやすいイラストがふんだ
んに使われている。地方の簡略
な絵地図の上に、都道府県名と
山・河川・特産物の挿絵がある。
後半は、山の高さ比べや交通網
を簡略な絵で説明してある。

１年を通して、「四季」を学習する
ために有効的である。日本各地
の年中行事や暮らしについての
説明が細かいので、高学年での
学習に適している。

日本各地の年中行事や暮らしに
ついての説明が細かく、指導に
当たっては、活用する内容を絞
るなどの配慮を要する。中～高
学年の視覚的な支援を必要とす
る児童に活用できる。

生活
イラスト版　気持ちの伝え方　コミュニ
ケーションに自信がつく　４４のトレー
ニング

合同出版

６章にわたり「きっかけをつくるト
レーニング」など、児童が「こん
なときになんて言うんだろう？」
と思ったときに、すぐに使えるよ
う４４の実践的な例を挙げて説
明している。

「知っている人にあったとき」など
４４の実践的な例が２頁で説明
されている。さらに各実践例ごと
に左頁に代表的な対処法が示
され、右頁では「ワーク」として
「こんなときはどんなあいさつを
してるかな？」など応用的な対
処法等が示されている。

文字は１２ポイントで表記されて
いる。全実践例に状況を図示す
る挿絵がある全頁黒一色印刷
である。漢字には振り仮名が付
いている。

紙質は薄く、表紙は柔らかい。
のりとじで製本してある。

「ワーク」では応用的な対処法に
ついて問題が設定され、児童が
直接解答を書き込めるように
なっている。様々な場面におけ
る実践的な対処法を学ぶことが
でき、実際の場面で活用しやす
い。気持ちがうまく伝えられない
児童に効果的である。

生活
心をそだてる子ども歳時記１２か月 講談社

日本各地の年中行事や暮らしを
紹介する本である。月ごとに、月
の名前と由来や異名、月にふさ
わしい俳句・詩、扉絵、食べ物や
道具を紹介したコラムなどを掲
載している。

各月の異名、俳句、詩を見開き
２頁で、行事と暮らしを４頁で紹
介するなどの構成になってい
る。

本文の文字は９ポイントである。
漢字には振り仮名が付いてい
る。全頁カラーである。写真や絵
図等の視覚的資料が豊富であ
る。

表紙、中頁ともに厚みがある
が、紙質が柔らかいため扱いや
すい。表紙はコーティングされて
いる。
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小学校

各状況の対処について「身につ
けたいソーシャルスキル」とし
て、示されている。具体的なポイ
ントについて示した分かりやす
い挿絵と、詳細の手順を示した
説明が付いているので実際に活
用しやすい。良い友達関係を具
体的に理解させたい児童に有効
である。

困りごとの解決方法が分かり役
立つ。自立のための社会性を高
めるための教材として活用でき
る。

章末ごとに発展的な学習ができ
る頁がある。イラストが豊富に使
われており、児童がイメージしや
すい内容である。

校外学習で公共交通機関を利
用するときや調理学習で近所の
スーパーに買い物学習をすると
きなど、児童の生活に沿ったイ
メージしやすい内容である。校
外学習の事前学習時に有効に
活用ができる。

生活 家庭科の教科書小学校低学年～高学
年

山と渓谷社

家庭科の授業で習う衣食住の
基礎的内容を、写真やイラストを
活用して手順を簡潔に示してい
る。学習指導要領での位置付
け、活動の目安になる時間や難
易度も示されている。

食編・衣編・住編の３章構成であ
る。食編に１７項目、衣編に１７
項目、住編に１２項目で、内容が
説明されている。ほとんどの項
目が見開きで完結する構成に
なっている。

説明文は９．５ポイントである。
漢字に振り仮名は付いていな
い。全頁カラーである。写真又
はイラストを多く掲載している。

紙質は薄く、柔らかい。表紙は
柔らかい紙であり、のりとじで製
本してある。

基本的な家事を中心に分かりや
すくまとめられている。写真やイ
ラストが大きく見やすいので、児
童の興味を引きやすい。活動の
ポイントが枠囲みで示されてお
り、分かりやすい。高学年の家
庭での自立を促す教材として活
用できる。

各地方の行事や特産品など、
キャラクターのイラストで興味を
ひき、楽しく知識を得ることがで
きる。必要な情報が簡潔にまと
められているので、地図の読み
取りが苦手な児童も情報が探し
やすい。

地理を覚えることが苦手な児童
に興味をもたせ、何度も本を手
にし、世界の名産や土地柄を学
習しようとする姿が期待できる。

生活
イラスト版子どものソーシャルスキル
友だち関係に勇気と自信がつく４２の
メソッド

合同出版

７章にわたり、「きっかけをつか
みたいとき」や「じぶんの気持ち
や考えを伝えたい」など、４２の
状況ごとに友だちと関係を築くた
めに身に付けたいソーシャルス
キルについて説明している。

「朝、友だちに会ったとき」など４
２場面がそれぞれ２頁で示され
ている。左頁にその状況に直面
した子供の心情を想定した記述
と、当該のソーシャルスキルを
身に付ける利点が示されてい
る。右頁には具体的な対処法が
示されている。

見出しは３６ポイントで、主要な
文字は１０ポイントで表記されて
いる。全頁に状況を図示する挿
絵がある。全頁黒一色印刷であ
る。

紙質は薄く、表紙は柔らかい。
のりとじで製本してある。

生活
こどもマナーとけいご絵じてん 三省堂

家庭・学校・公共の場などの場
面でのマナーと敬語について、
イラストと文章で解説している。

一つのテーマについて見開き２
頁の構成で、イラストを使い説明
がされている。各テーマの内容
について大人への補足説明もつ
いている。

全頁カラーである。表記は漢字
と平仮名を使い、漢字には振り
仮名が付いている。頁によって
イラストのタッチが異なる。

表紙はやや硬い紙である。製本
はのりとじである。耐久性があ
る。

生活
ドラえもんちずかん２
せかいちず

小学館

ドラえもんのキャラクターといっ
しょに世界の各地をめぐりながら
くにのなまえ、外国の人たちのく
らし、めずらしい食べ物、動物な
どを学ぶ内容である。

見開き頁に１地方ごとの地図、
名産・史跡・クイズなど写真、イ
ラストつきで掲載されている。情
報量は適量である。

すべて平仮名表記で都道府県
名は赤字、河川は青字など分か
りやすい。

表紙の紙質は堅く装丁はしっか
りしている。頁の紙質も丈夫であ
る。
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小学校

東京の様子や特徴を空の上か
ら見る、という内容になってい
る。具体的な建物も出てくるの
で、どのようなものが都内には
あるのか、どのような役割を果
たす建物があるのか、理解しや
すい。

東京を飛行船の上から眺めると
いう設定で、大きなイラストが描
かれている。東京の代表的な場
所が、詳細に記載され、子供た
ちの興味・関心を引きやすい。
中学年児童が東京都や地域に
ついて学習すのに適している。

写真が豊富で理解の助けにな
る。世界の国々かるたがついて
おり、楽しく学習を進めることが
できる。識字の困難な児童にも
ルビを振るなど読みやすい教材
である。

漢字に振り仮名が付いているこ
とで抵抗なく読むことができる。
地図など地理の学習に興味を
もっている児童には、都道府県
の学習の次の段階として活用で
きる。

生活 ピーマン村の絵本たち  さつまのおい
も

童心社

土の中で食事、体力作りなどを
していたさつまいもが、子どもた
ちとの綱引きで負け、引き抜か
れて、焼き芋となり、食べられる
内容の絵本である。

話の展開に沿って、１頁か見開
きの絵があり、頁の上か下の端
に一行の短い文がある。

さつまいもの土の中の生活、子
どもたちとの綱引き、焼き芋作り
などの内容ごとに色調を統一し
てあり、話の流れが分かりやす
い。文字が全部平仮名ではっき
りとして読みやすい。文が簡潔。

紙質は適当である、装丁もしっ
かりしている。

さつまいもの栽培、収穫、焼き芋
作りなどに関する内容が、楽しく
て親しみをもてるように描いてあ
る。気取らず愉快で児童が笑顔
になる。作物の学習に興味を
もって取り組める児童にとって、
活用できる教材である。

生活
こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友社

卵、肉・魚、野菜、ソース、汁物、
ごはん・麺類で構成されている。
１０歳から１３歳の子どもが、実
際に作った調理を中心に編集し
ている。

１種類の調理を、見開き２頁に
まとめているものが多い。作業
手順は文章を中心とし、挿絵で
補っている。材料は４人分を基
本としている。

縦書きで編集され、材料の分量
は、横書きで枠囲いされている。
１色刷りが中心だが、部分的に
２色刷りを用いている。漢字に
振り仮名はない。

表紙はビニールコーティングさ
れている。

実際に子どもが調理した献立で
構成されており、児童が気付い
たり、工夫したりしたポイントが
示されている。口絵の調理例
は、カラー写真である。家庭での
手伝いを通して、自立を促した
い児童に向けて活用できる。

生活 あたらしいのりものずかん④
東京パノラマたんけん

小峰書店

東京の２３の事項（土地、風景、
行事等）について、飛行船から
見た風景を中心に、挿絵と文章
で表されている。

飛行船が進んでいくコースに
従って、各頁が構成されている。
見開き２頁がひとまとまりとなっ
た展開になっている。

見開き２頁に大きな挿絵を入れ
たり、４～５個の挿絵を入れたり
頁ごとに工夫が見られる。説明
は全て平仮名で文頭の一字に
色を付けている。

表紙はビニールコーティングで
耐久性があり、しっかりしてい
る。紙質は良く、丈夫である。

生活 いちばんわかりやすい小学生のため
の学習世界地図帳

成美堂出版
世界各地の地理、見どころ、産
物などの特色を地図とともに紹
介している。

全項目について見開き２ページ
で世界各地の特色を示す構成
になっている。

文字の大きさは１１ポイント、解
説は９ポイントで表記されてい
る。漢字には振り仮名が付いて
いる。全ページカラーである。

しっかりした装丁で、表紙、紙質
ともに丈夫で耐久性がある。
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小学校

生活
こどものとも絵本  おおきなかぶ 福音館書店

大きく育って抜けないかぶを、み
んなで協力して抜くまでの様子
を、リズム感あふれる表現で描
いた作品である。

登場人物が増えていく様子が、
展開に従って、絵と文章で分か
りやすく示されている。

身近な家族の名称、親しみやす
い動物を登場させ、繰り返し表
現で力を込める様子や、かぶが
抜けない様子を描いている。

装丁はしっかりしており、耐久性
がある。

単純な動作の繰り返しで、音読
や身体表現を伴う学習に適して
いる。次第に登場人物が増え、
展開を創造する喜びを味わわせ
る上で効果的である。「かぶを
ひっぱって」が「うんとこしょ」に
つながっていて良い。動作化し
ても楽しめる。身体表現を活動
で取り入れ、集中力の持続につ
なげることができる。

生活
みぢかなかがくシリーズ  町たんけん 福音館書店

町で働く人の様子がわかるが、
ひと昔前の町なみである。

見開き２頁を１場面としている。 文字が小さい。 表紙が厚くしっかりしている。

町の様子が絵で描かれている。
絵を見て、八王子市にはあるの
か考えながら学習することがで
きる。児童の興味を引きやすく
なっている。

生活
絵で見る日本の歴史 福音館書店

約１０万年前の旧石器時代から
現代までの人々の生活の様子
を描いた絵本である。この人は
何をしているのだろうかと想像し
たり、歴史的な特徴のある道具
や出来事等を探したりしながら、
日本の歴史の大きな流れを、視
覚的に学べる絵本である。

日本の旧石器時代から頁をめく
る度に、縄文から現代へと順に
時代が新しくなり、１ページずつ
時代が変化する構成で、３１場
面描かれている。巻末に各絵の
詳細な解説がある。

各時代の人々の生活の様子が
見開き２頁ずつ絵で描かれてい
る。文字の大きさは９ポイントで
表記されている。全頁カラー印
刷である。漢字には振り仮名が
付いている。人々が何を持って
いるのか、何をしているのか等
の時代の特徴が１つの絵の中
に詳細に描かれている。

紙質は、やや艶があり厚い。表
紙は硬い紙であり、糸かがりで
製本されているため、耐久性が
ある。

イラストが詳細に描かれていて、
それぞれの時代の様子が視覚
的に分かりやすくなっている。時
代の特徴や動きも捉えやすく、
絵から歴史の流れを学習するこ
とができる。書かれている文章
も短く、内容が理解しやすい。

生活 日本傑作絵本シリーズ
ぐりとぐらの１ねんかん

福音館書店

主人公のぐりとぐらの１年間の
生活を月を追って紹介する絵本
である。季節の変化と生活につ
いて、児童に人気のキャラクター
を通して親しみやすく学ぶことの
できる内容である。

見開きで左側に絵、右側に本文
という構成になっている。本全体
で統一されているので、読みや
すい。

本文には平仮名、片仮名、漢字
が用いられ、漢字には振り仮名
が付いている。絵も身近な物事
を描いており、分かりやすい。文
字が大きく読みやすい。

少し大きいが装丁がしっかりして
いて紙質も耐久性がある。

基礎的な数字や簡単な漢字等
も扱っている。１年は１２月まで
あることがわかり、楽しみながら
季節感を学ぶことができる。絵
に描き込まれている内容が豊富
で、絵だけでも楽しめる。季節の
感覚や知識を児童に身に付けさ
せることができる。

生活 シリーズ生活を学ぶ１  つくって食べよ
う

福村出版

３６種類の身近な料理の作り方
と、料理をするのに必要な知識
が、簡単な文章と絵で説明して
ある。

見開き２ページで、一つの料理
の作り方が説明してある。身支
度、道具や食器、食品の保存方
法についても、分かりやすく解説
している。

材料の分量や切り方が図解され
ている。絵と文字は、全て３色で
まとめられている。漢字には振り
仮名が振ってある。料理をしな
がらでも、使えるようになってい
る。

表紙は厚くて丈夫である。紙質、
装丁ともしっかりしている。

日常的によくある３６種類の料
理の作り方が、簡単な絵と文章
で分かりやすく解説されている。
調理実習等の事前学習に活用
できる。また、学校や家庭での
調理の時間に、実際に使える内
容になっている。家庭での手伝
いを通して、自立を促したい児
童に向けて活用できる。
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

積極的な社会参加を促す内容と
なっている。学校においても、家
庭においても利用できる。

地域生活における基本的な
ルールから、楽しい余暇の過ご
し方まで、簡単な絵と文で分かり
やすく説明している。基本的な
ルールを身に付けさせるために
有効である。

本を見て料理をした経験の少な
く、文章を素早く理解することが
苦手意識の強い児童にも、工程
が見える写真が多く作り方を理
解したり、想像したりしやすく、興
味・関心をもちやすい。

初めて料理本を見て料理を作る
児童にとっては、写真を多用し
ており、料理の手順（作り方）を
理解するのに分かりやすい。手
順も端的な言葉で表現されてい
るので、どういう工程か理解しや
すい。

児童の生活全般にわたって具
体的な項目を取り上げて、基本
的なマナーについて学習できる
ようになっている。普段起こりが
ちなトラブルなど、相手の気持ち
を考えながら行動することが苦
手な児童の指導に活用できる。

生活の流れ、活動に沿って順番
に説明されているため、分かり
やすい。基本的なマナーについ
てイラストを通して親しみやすい
表記になっている。

イラストは、カラーで、親しみや
すい表記になっている。生活の
流れ、活動に沿って順番に説明
されているため、分かりやすい。

生活 シリーズ生活を学ぶ５  遠くへ行きたい
な

福村出版

交通ルールからホテルの利用
の仕方まで、学校以外の場所に
外出した時に必要な知識を、３０
項目にわたり、詳細な絵と文で
説明している。

基本的なルールから、楽しく過
ごすために必要な事項まで、広
範囲にわたって項目が考えられ
ている。

３色刷りで、絵と文章が分かりや
すく配色されている。漢字には、
全て振り仮名が振ってある。

表紙は固くて丈夫である。装丁
もしっかりしている。

生活 はじめてのキッチン  小学生からおと
なまで

文化出版局

ハンバーグ、カレー、サンドイッ
チ等の児童が好む献立を中心
に、作り方と楽しい工夫の仕方
について説明している。ドレッシ
ングやおにぎりの具の種類など
新しい感覚のものも紹介されて
る。

一つのテーマについて見開き２
頁の構成である。作り方の手順
の配列は不統一で頁によって縦
組と横組がある。１１項目の調
理方法が掲載されている。

文字の大きさは９ポイントで表記
されており、小さい。漢字に振り
仮名は付いていない。全頁カ
ラーで、材料や作り方等に多く
の写真が掲載されている。

表紙はコーティングされている。

生活 子どものマナー図鑑（１）  ふだんの生
活のマナー

偕成社
児童の生活全般にわたって基
本的なマナーについてイラストを
活用して説明している本である。

日常生活を１６の項目に整理し
て、基本的なマナーについて学
べるように構成されている。各項
目は、１頁か見開きの２頁で説
明している。全体の分量は３１頁
で適当である。

イラストに付記されている説明
の文章は、児童に話しかけるよ
うな表現で、詳細に説明してい
る。各頁の説明文の文字の大き
さは、８ポイントで、絵は小さい。
漢字には、振り仮名が付いてい
る。

防水性のある表紙で、各頁の紙
質は厚く、装丁もしっかりしてい
る。
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小学校

食事の基本的なマナーについて
学習できるようになっている。食
事のマナーについて、視覚的な
イラストを用いながら指導ができ
るため、視覚優位の児童に効果
的である。

学校生活や宿泊学習、食育など
でも児童の食事のマナーを考え
る有効な教材である。

普段の家庭の食事場面の他
に、ファミリーレストラン・中華料
理店等の食事場面を多く取り上
げ、様々な場面で活用できるよ
うにしている。イラストはカラー
のキャラクターを用い、親しみや
すくしている。

実際に出かけていく可能性があ
る外出先や外出方法について
多く取り上げ、様々な場面で活
用できるようにしている。イラスト
はカラーで、キャラクターを用い
て親しみやすい表記になってい
る。視覚的で具体的な説明が必
要な児童に有効である。

外出時の基本的なマナーにつ
いて学習できるようになってい
る。イラストを基にイメージして
学ぶことができるため、校外学
習時の事前指導に活用したい。

生活 子どものマナー図鑑（４）  おつきあい
のマナー

偕成社
暮らしの中で接する家族・学校・
地域などの人とのマナーについ
て具体的に示している。

１９の項目を掲載してある。１つ
の項目について見開き２頁で説
明している。

全頁カラーである。漢字には振
り仮名が付いている。イラストが
たくさん使用されている。

紙質はやや艶がある。表紙は硬
く、糸かがりで製本してあり、耐
久性がある

社会のマナーやルールを学習
する教材としても活用できる。友
達関係がうまくいかない児童が
振り返りを行う際に活用できる。
人との関わり方を学ぶための手
助けとして活用できる。

生活 子どものマナー図鑑（２）  食事のマ
ナー

偕成社

家庭での普段の食事、ファミリー
レストラン・中華料理店等の場
面を用いながら、食事の基本的
なマナーについてイラストを活用
して説明している。

食事のマナーについて、箸の持
ち方等の基本的な事柄と、レス
トラン等でのテーブルマナーとで
構成している。各項目は、１頁か
見開きの２頁で説明している。
全体の分量は３１頁で適当であ
る。

生活 子どものマナー図鑑（３）　でかけると
きのマナー

偕成社

自転車の乗り方や、電車の中で
のマナー、公共施設や遊園地、
ホテルなどでのマナーについて
具体的な場面やイラストを活用
して説明している図鑑である。

外出先や利用交通機関等を２０
の項目に整理して、基本的な外
出時のマナーについて学べるよ
うに構成している。各項目は、１
ページか見開きの２ページで説
明している。全体の分量は３１
ページで適当である。

イラストに付記されている説明
の文章は、児童に話しかけるよ
うな表現で、詳細に説明してい
る。それぞれの内容ごとに囲み
で区切り、説明している。漢字に
は、振り仮名が付いている。各
ページの説明文の文字の大きさ
は８ポイントで、絵は小さい。

防水性のある表紙で、各頁の紙
質は厚く、装丁もしっかりしてい
る。

イラストに付記されている説明
の文章は、児童に話し掛けるよ
うな表現で、詳細に説明してい
る。それぞれの内容ごとに囲み
で区切り、説明している。漢字に
は、振り仮名が付いている。各
頁の説明文の文字の大きさは、
８ポイントである。

防水性のある表紙で、各頁の紙
質は厚く、装丁もしっかりしてい
る。
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小学校

生活
坂本廣子のひとりでクッキング（1）　朝
ごはんつくろう

偕成社

簡単な朝ごはんを題材にしてい
る。主食にごはんとパンを用い、
鶏卵を用いた調理を中心に扱っ
ている。

事前の準備、調理作業、後片付
けを挿絵を中心として、写真も入
れながら構成している。１種類の
調理は、見開き２ページある。

出来上がった調理は写真で、作
業の過程は挿絵を中心に構成
されている。応用調理について
も触れている。漢字には振り仮
名がある。目次は、和風の調理
と洋風の調理が、対比できるよ
うに工夫してある。

装丁はしっかりしている。紙質は
厚く扱いやすい。

基本的な調理作業を中心として
まとめられている。主食の米、パ
ン、副食の例（鶏卵）を中心とし
て構成されているが、魚、肉、野
菜の組み合わせについても触れ
ている。動物のキャラクターが解
説しており、児童の興味を引く構
成である。

はじめて台所に立つ児童に料理
の基本と、食事の作り方をやさし
く紹介している。イラストが多く視
覚優位な児童の指導に適してい
る。

一人でできそうなレシピを中心
に、食事の作り方が紹介されて
いる。イラストで調理の順番など
が分かりやすく書かれていて、
視覚的支援が必要な児童も、料
理に取り組みやすい内容になっ
ている。

日常的で、基本的な生活習慣の
形成に役立つ教材である。視覚
的な支援が必要な児童に使用
する。

様々な場面におけるマナーにつ
いて、イラストを基にイメージをし
ながら学ぶことができる。

絵で具体的に表されており、文
を読むのが苦手な児童にも理解
しやすい。読字が苦手な児童に
は、イラストを活用しながらマ
ナーの学習を効果的に進めるこ
とができる。

生活 坂本廣子のひとりでクッキング（２）  昼
ごはんつくろう！

偕成社
手早く作れるメニューが紹介さ
れいる。

２５種類の調理が掲載されてい
る。炒め物など基本的な作り方
が学べる。

イラストが多く見やすい。 耐久性がある。

生活 子どもの生活（３）  マナーをきちんとお
ぼえよう！

偕成社

食事のマナー、トイレの使い方、
電話の掛け方など、日常生活の
中で指導する。基本的な生活習
慣の内容を示している。

食事のマナー、手足の洗い方、
話の聞き方などが１項目ずつ見
開きになっている。

正しい方法が図解されており絵
には説明がついている。

紙質は適当である。装丁もしっ
かりしている。
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音楽
◎

くもんの写真図鑑カード
楽器カード

くもん出版社

カード表面に楽器の写真があ
り、右側に平仮名で分類（弦楽
器・管楽器・打楽器・和楽器の四
つ）が紹介されている。裏面に
は、楽器名、解説文と奏法の説
明がある。付属CDがある。

３１名の写真カードで楽器が紹
介されている。CDには、管楽器
が２５種類、和楽器が６種類、楽
器の音と曲の一部が紹介されて
いる。

平仮名と片仮名の表記であり、
文字の大きさは１０～１６ポイン
トである。漢字には振り仮名が
振ってある。写真は鮮明で見や
すい。

リング穴がある厚手のカードで、
大きさも扱いやすい。

楽器に興味をもち、楽しんで演
奏することに役立つ教材であ
る。付属のCDで楽器の音当てク
イズなどの活動を取り入れ、楽
しく学ぶことができる。

音楽
◎

ＤＶＤでひける！
はじめてのピアノ絵本２
楽しいピアノの歌

成美堂出版

ピアノ曲が弾きたいこどものた
めのピアノ曲集。弾きたくなるよ
うな人気の童謡、アニメ、クラ
シックなどの人気曲を収録。付
属の「音符シール」をピアノの鍵
盤にはれば、簡単にメロディー
を弾くことができる。全曲入りの
DVDは、模範演奏に加え、ガイ
ドメロディー付きの演奏も収録。

童謡や合唱などの児童が知って
いる曲が多く、簡単に引ける曲
から載っている。

わかりやすく音階で表記されて
いたり、指の動かし方なども書
かれていたりする。また、ＤＶＤ
を見ながら一緒に演奏をするこ
とができる。

26センチで大きめである。やわ
らかい表紙である。

シールを鍵盤ハーモニカに張
り、本と同じ鍵盤を叩くことで練
習ができる。また、ＤＶＤを見るこ
とで視覚優位な児童には覚えや
すくなる。

本にシールを貼ったり、色を塗っ
たりすることができ、注視が苦手
な児童にも、見やすくなってい
る。シールを貼ることで達成感を
味わいながら学習に臨める。

右手だけでさまざまな曲を弾くこ
とができるため、目と手の協応
に課題のある児童が楽しんで鍵
盤ハーモニカの練習ができる。
視覚優位の児童には覚えやす
い。

音楽
うたのパレット 偕成社

動物や食べ物、生活を歌った10
人の作詞者による曲を20曲紹介
している。

見開き２頁又は３頁で１曲紹介
されている。どの曲も、題、歌
詞、楽譜、挿絵で構成されてい
る。曲数が20曲と多い。全体の
分量は47頁で適当である。

挿絵が作詞者によるもので、頁
ごとに各曲の雰囲気をうまく表し
ている。文字の大きさは12ポイ
ントで、歌詞に擬音語が多く使
われており、楽しく親しみやす
い。曲に使用されている和音も
美しい。目次にも曲それぞれに
挿絵がある。

表紙、紙質、装丁ともしっかりし
ており、十分に耐久性がある。

伴奏譜付きで20曲紹介されてい
る。歌詞に振り仮名は示されて
いない。曲は、児童の興味を引
く内容である。指導者が音楽の
学習で活用することができる。

通常学級でも活用していて、一
緒に交流する時には見て歌うこ
とができる。また、曲も幅広くあ
ることで、児童にあった歌を見つ
け、みんなで一緒に歌うことがで
きる。知っている歌も多いので歌
が苦手な児童も歌いやすい。

小学校生活６年間使用でき、児
童にとって親しみのある歌が多
いため、多くの児童に適してい
る。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

音楽
うたとピアノの絵本 音楽之友社

簡単なメロディを右手だけで弾く
ように絵と音符で構成されてい
る。

日本語の言葉にあった旋律が
大きい音符と親しみやすい絵
で、子どもたちに分かりやすく書
かれている。
ドからソまでの音でメロディが作
られているので鍵盤楽器の導入
に適している。

うたと音符と絵が一つになって、
覚えやすい。１ページに２小節
が表記され、一つの歌になって
いる。カラーである。

柔らかい表紙で、横長の仕様で
ある。

音楽
５訂版歌はともだち 教育芸術社

童謡やアニメソング、合唱曲な
ど幅広いジャンルの歌唱曲を、
１４５曲紹介している歌集であ
る。児童に親しみのある曲を多く
紹介している。

１曲を１頁、又は２頁で紹介して
いる。歌詞、楽譜、コード進行、
音楽記号、挿絵（一部の曲）で
紹介している。

難しい漢字や英語を用いた曲名
には、振り仮名が付いている。
歌詞は平仮名、片仮名、英語で
表記している。写真、挿絵はカ
ラーで、曲のイメージに合わせ
たものを使用している。

表紙は艶があり、やや厚みがあ
るがやわらかい。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

伴奏により、親しみやすく、楽し
く歌を歌を歌うことができる。描
かれているイラストから、様々な
曲想をイメージしやすく、視覚優
位な児童も曲の雰囲気を感じ取
りやすい構成になっている。

普段から、家庭などで慣れ親し
んでいる曲が中心となっている
ので、児童が歌に親しみやす
い。

音楽
うたえほんⅡ グランまま社

低学年から中学年の児童が親
しんでいる曲が、28曲紹介され
ている

見開き２頁で、左頁に歌詞と楽
譜、右頁に挿絵で紹介されてい
る曲が20曲、１頁に歌詞、楽譜、
挿絵で紹介されている曲が８曲
である

歌詞は、平仮名と片仮名表記で
あり、楽譜は主旋律のみが記載
されている。挿絵はカラーで、低
学年向きの描き方である

表紙が厚紙で、装丁はしっかり
している。中紙も厚めの紙で耐
久性がある。

普段から、家庭などで慣れ親し
んでいる曲が中心となっている
ので、児童が歌に親しみやす
い。

音楽
うたえほんⅢ グランまま社

日本や世界の童謡や民謡が26
曲紹介されている。幅広いジャ
ンルから選曲されている。

見開き２頁で、左側の頁に歌詞
と楽譜、右側の頁に挿絵の構成
を基本としている。目次がある。
水彩画風の挿絵が全頁に描か
れている。

本文の文字の大きさは９ポイン
トである。楽譜についている歌
詞は、7.5ポイントである。漢字に
は振り仮名が付いている。全頁
カラー印刷である。水彩画で、曲
の印象に合わせたイラストや情
景が描かれている。

紙質はやや艶があり、十分な厚
みがある。表紙は硬い紙であ
り、糸かがりで製本してあるた
め、耐久性がある。

児童の実態に応じて楽譜に付い
ている歌詞の文字の大きさを変
えるとより歌いやすくなる。挿絵
が豊富なので歌の情景がイメー
ジしやすい。

音楽
やさしいこどものうたとあそび

ドレミ楽譜出版
社

児童・生徒になじみ深い「うたあ
そび」「生活あそびうた」「行事の
うた」「わらべうた」「季節のうた」
が紹介されている。

「こどものうた」は、月ごとに紹介
され、月の行事や季節感に合っ
た選曲がしやすいよう構成され
ている。

楽譜の他に、歌詞のみが表記さ
れている。「えかきうた」「わらべ
うた」では、楽譜の他に、絵の描
き方や遊び方が挿絵で示してあ
る。目次は大きく見やすい。ま
た、索引があり、容易に曲を探
せるようになっている。

耐久性がある。

児童・生徒の生活に密着した曲
が、伴奏付きで数多く収められ
ている。童歌の遊び方も、丁寧
に解説されている。挿絵が豊富
なので歌の情景がイメージしや
すい。

音楽
改訂新版どうようえほん１ ひかりのくに

動植物や日常生活の内容を中
心とした児童・生徒にとって親し
みのある童謡が選択されてい
る。曲を想起できる挿絵が大きく
描かれている。

見開き２頁に１曲を基本に構成
されている。見開き２れている。
１曲のみ４頁で、合計22曲であ
る。手遊び歌を２曲挿絵入りで
紹介している。

歌詞は、平仮名表記であるが、
片仮名には平仮名が振ってあ
る。楽譜は主旋律のみである。
コ－ドが併記されている。巻末
にコ－ド表がある。

表紙は厚く装丁はしっかりしてい
る。

児童にとってなじみの深い童謡
を取り上げ、挿絵も歌詞の内容
を想起できるので、児童の興味・
関心を引きやすい。挿絵が豊富
なので歌の情景がイメージしや
すい。

音楽
うたえほん グランまま社

幼児や低学年の児童が親しん
でいる、平易な歌詞の童歌や童
謡など、26曲が紹介されてい
る。

見開き２頁で、左頁に歌詞と楽
譜、右頁に挿絵で紹介されてい
る曲が22曲、１頁に歌詞、楽譜、
挿絵で紹介されている曲が４曲
である。

歌詞は、平仮名と片仮名表記で
あり、楽譜は主旋律のみが記載
されている。挿絵はカラーで、幼
児から低学年向きの描き方であ
る。

表紙が厚紙で、装丁はしっかり
している。中紙も厚めの紙で耐
久性がある。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

図画工作
◎ 作ってみよう！リサイクル工作６８ 成美堂出版

小学校１年から６年生向けにリ
サイクル用品で作る工作を６８
点紹介。身近にあるペットボトル
や牛乳パック、段ボール等を利
用して作るいろいろな作品を載
せている。

ペットボトル、牛乳パック、ラップ
の芯、段ボールや空き缶等、い
ろいろな材料で作る６８種類の
工作が紹介されている。

文字は１３ポイントで表記されて
いる。カラー写真やイラストが用
いられているので内容が理解で
きるようになっている。

表紙は厚く丈夫である。持ちや
すく、開きやすい。

児童に同じような材料であっても
いろいろな手法で工作できるこ
とを伝えることができる。

図画工作
◎

すぐに作れて大満足
かんたん！遊べる！ビックリ工作

ＰＨＰ研究所

46作品の工作を紹介した図書
である。完成状態や遊び方が
写真で掲載されており、出来
上がりを具体的にイメージし
ながら作成できる。様々な素
材や道具を扱う内容である。

見開き２ページに完成作品を
写真で掲載し、次の見開き２
ページにイラストと文章で同
作品の作り方を説明してい
る。
「おもしろい」もの、「不思
議」なものの二つに分類され
ている。

文字の大きさは、各作品の見
出しは34ポイント、工程の説
明は８ポイントである。完成
作品と遊び方のページはカ
ラー写真で紹介してあり、工
程説明のページは単色濃淡の
イラストと文字で説明してい
る。漢字全てに振り仮名を
振ってある。３段階で、作業
の難易度を示している。

紙質は厚みがある。表紙はや
や硬く、のりとじで製本して
ある。

完成形の写真が複数書かれて
おり、自分なりの工夫を想像
するのが苦手な児童にとっ
て、自分なりの作品を作りや
すくなっている。作り方の手
順の絵が多く、わかりやすく
書かれており、理解しやす
い。

カラフルな挿絵で、見やすくなっ
ている。絵具の使い方を教える
第一段階として適している。手
指の巧緻性を高めるトレーニン
グが必要な児童に有効である。

児童がすぐにやってみたいと思
う内容が記載されている。手指
の巧緻性を高めるトレーニング
が必要な児童に有効である。日
常生活に沿っているので、児童
が意欲的に取り組むことができ
る。

児童の気持ちになった言葉で書
かれている。絵の具のいろいろ
な楽しみ方がわかり、自分も
やってみたいという意欲をもたた
せてくれる。混色の仕方が定着
していないため、本書を活用し
て絵の具の正しい使い方につい
て身に付けさせたい。

児童がすぐにやってみたくなる
ような内容が、児童の気持ちに
なった言葉で書かれている。遊
びの中から美しさや、面白さを
見付けていく構成になっている。
絵の具の基本的な使い方を本
書で学ばせたい。イラストで表し
ているため文字が苦手な児童に
はわかりやすい。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

図画工作
あそびの絵本  えのぐあそび 岩崎書店

絵の具のいろいろな使い方に
よって、表現の感じが変わること
が、分かりやすく説明されてい
る。

絵の具を使った簡単な表現方法
が各項目に示されており、項目
ごとに用具等の活用も変化を付
けている。基本的な扱い方が押
さえられている。

全てカラーで表示されており、色
のにじみ、かすれ、混ざった感じ
などが分かりやすい。挿絵も楽
しい絵で、最小限に抑えられて
いる。四角に近い形で、大きさ、
厚さ等も手になじみやすい。

装丁もしっかりとしており、紙質
も扱いやすい。項目の見出しも
見やすくなっている。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

何かをイメージして形を作ること
に苦手意識がある児童が、粘土
で感覚遊びや形を作る楽しさに
気付くことができる教材である。

粘土のこね方や、色々な形の
作り方など、手指の巧緻性を
高めるトレーニングが必要な
児童にとっても有効である。

イラストによって児童が興味を
示しやすくなっている。細部の細
工よりも、大きく造形性を捉えて
おり、伸び伸びとした活動ができ
る。各作品の基本色が、自然な
形で変化させてあり見やすい。

挿絵が大胆で児童が興味を示し
やすくなっている。細部の細工よ
りも、大きく造形性を捉えてお
り、伸び伸びとした活動ができ
る。各作品の基本色が、自然な
形で変化させてあり見やすい。

図画工作
あそびの絵本  ねんどあそび 岩崎書店

粘土の基本的な扱い方と、飾る
もの、実用できるもの、音の鳴る
もの等のつくり方が、簡潔に説
明されている。

はじめに、粘土の扱い方が示さ
れ、平面的な作品から立体的な
作品へと、分かりやすい順序で
説明されている。見開きで示さ
れ扱いやすい。

それぞれの作品の作り方が、分
かりやすい挿絵で、順番を追っ
て説明されている。文字は全て
仮名で示されている。

表紙は、厚手の紙で丈夫であ
る。本文の紙質も、厚手でしっか
りとして扱いやすい。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

身近な材料（特に紙）を使用
し、自ら工作できるものが多
く紹介されている。作った作
品は身に付けたり、遊んだり
できるため、児童の興味・関
心を引きやすい。また、文字
も大きく、振り仮名も振って
あり、低学年から高学年の児
童まで楽しむことができる。

身近な材料を使用し、手軽に作
成ができ、作って遊ぶことができ
るものも多く含まれている。
作品の写真を見て、イメージで
きる。

身近な材料を使用し、手軽に
作成ができ、作って遊ぶこと
ができるものも多く含まれて
いる。好きなことに対するこ
だわりが強い児童が、自分の
好みを見付けやすい教材であ
る。写真やイラストで表して
いるため文字が苦手な児童に
はわかりやすい。

図画工作
親子でつくろう！遊べるおりがみ 成美堂出版

簡単な折り紙の折り方が紹介
されている。

１２３作品が掲載されてい
る。

カラーで折り方が記載されて
いる。写真も鮮明である。

紙質がしっかりしており耐久
性がある。

作品作りが苦手な児童でも本
を見ながら、作業することが
できる。本の使い方がわかる
と自分からやろうとする意識
も出てくる教材である。写真
で表しているため順序がわか
りにくい児童にもわかりやす
くできている。

図画工作 きむら式　おもしろ　造形タイム チャイルド本社
身近な素材を使った描画や版
画、フロッタージュ、工作の
内容になっている。

「描画と版画」、「立体物」
の内容で構成され、1つの単元
が、見開き１ページに掲載さ
れている。

全項カラーの写真や図が使わ
れ、作り方は手順が示されわ
かりやすい。完成の見本写真
も複数掲載されている。

紙質は厚くしっかりとしてい
る。
装丁、製本ともにしっかりと
しており丈夫である。

身近にある素材でできるの
で、学校で学んだ後も、本を
見ながら家でも自分で作成す
ることができる。写真やイラ
ストで表しているため文が苦
手な児童にはわかりやすい。

図画工作 たのしい工作教室  たのしいこうさ
くきょうしつ１

さ・え・ら書
房

身近にある材料を使用した工
作集である。身に付けたり、
部屋に飾ったり、遊んだりで
きる20種の紙工作等の作品が
紹介されている。

紹介している作品は、作る工
程が簡単で、短時間でできる
ものである。各作品は、見開
き２頁で構成している。

作品の実物を写真で示し、作
成方法を絵で紹介している。
説明文は平仮名、片仮名で表
記し、片仮名には、振り仮名
が振ってある。文字の大きさ
は16ポイントである。目次は
絵と文字のカード形式で、児
童・生徒が選択できるように
工夫されている。

表紙は厚く耐久性があり、本
文の紙質もしっかりしてい
る。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

クレヨンの発色が実際の色や材
質に近く、イラストやカットの数
も、必要最小限に抑えられてい
る。クレヨンにいろいろな使い方
があることが分かり、クレヨンで
楽しもうという気持ちを醸成する
のに有効である。

手指の巧緻性を高めるトレーニ
ングが必要な児童に有効であ
る。日常生活に沿っているので、
児童が意欲的に取り組むことが
できる。

クレヨンにいろいろな使い方があ
ることが分かり、クレヨンで楽しも
うという気持ちにさせてくれる。
人の顔や体など、描き方が分か
らず支援を必要とする児童に対
し、本書を活用して段階的に描
き方を指導することができる。

児童が興味を示し、すぐにでも
やってみたいと思う内容である。
クレヨンの発色が実際の色や材
質に近く、イラストやカットの数
も、必要最小限に抑えられてい
る。

一つのテーマについて、多様な
完成例が示されているので、児
童の創作意欲を喚起させる内容
である。指先の巧緻性に課題が
ある児童に対し、様々な道具の
使用方法を確認しながら工作に
取り組ませることができる。

児童が自分の好きなことやこ
だわりたいことに応じて、創
作意欲を喚起させる内容であ
る。写真やイラストで表して
いるため文字が苦手な児童に
はわかりやすい。

クレヨンの描き方、使い方の基
本的な方法が、児童に分かりや
すく示されている。児童の気持
ちになった言葉が簡潔に示され
ている。

はじめにクレヨンの基本的な使
い方を示している。頁が進むに
つれて、技法等が組み合わされ
ていく。一項目が見開きで示さ
れている。

13の項目のねらいが明確に簡
潔な文章で示されている。説明
文は、全て平仮名で書かれ理解
しやすいが、文字が小さい。各
項目のねらいが、偶数頁の右側
にあり、探しやすい。

厚手の表装で耐久性がある。各
頁の余白も十分にある。子ども
が手に取り見やすい大きさであ
る。

図画工作

図画工作
たのしい図画工作９  うごくおもちゃ 国土社

あそびの絵本  クレヨンあそび 岩崎書店

身近にある材料を使って、様々
な動く玩具が紹介されている。
簡単な作り方の物が選ばれ、動
かして遊ぶ方法も説明されてい
る。一人でも作れそうな玩具ば
かりで、制作意欲を引き出しや
すい。

一つの玩具について見開き２頁
の構成になっている。１６項目、
１８種類の動く玩具を扱ってい
る。

文字の大きさは１２ポイントで表
記されている。漢字に振り仮名
が付いている。全頁カラーであ
る。一つ一つの写真は大きくて
見やすい。簡潔で、児童が一人
で読める。

表紙は厚手でコーティングされ
ており、耐久性がある。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

児童が興味をもつ工作が、切
る、折るといった、易しい作
り方で紹介されている。画面
構成も、バラエティーに富ん
でいて見やすい。普段から折
り紙遊び等の学習を好む児童
には高い興味・関心をもち、
学習を進められる教材であ
る。

切る、折るといった工作は児
童が楽しみながら、達成感を
得られる活動として有効であ
る。画面構成がバラエティに
富み、易しい作り方で紹介さ
れているので基礎を学ぶ教材
として適している。

図画工作
かがくのとも傑作集
かみであそぼう　きる・おる

福音館書店

切る、折ることでできる紙工
作の面白さを、６種類の作品
で紹介している。どの作品に
も「かたちページ」という実
物大の見本が付いている。

紙工作の工程の順に、作品紹
介をしている。頁数も作品の
数も適切である。

図と絵が、分かりやすく配列
されている。「かたちペー
ジ」はモノクロにしてあるな
ど、見て分かりやすい編集が
なされている。

装丁はきれいでしっかりして
いる。大きさも手頃で、紙を
当ててなぞるなどの作業がし
やすい。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

イラストを見て工程を確認しなが
ら作業ができるため、筋道立て
て取り組むことが苦手な児童に
とっても分かりやすく、手順通り
に正しく調理ができる。

児童は、食に関する関心が高
く、調理学習や食材を使った
「じっけん」などに意欲的に取り
組める。日頃から家庭と連携し
て調理のお手伝いを進めている
こともあり、学校で学習したもの
を家庭でも確認することでより、
生活力を高めていける。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

家庭
新・こどもクッキング

女子栄養大学
出版部

料理の手順から、料理の作り方
などを載せてある。

材料や作り方などすぐに見付け
やすい。

料理は、写真で載っており、調
理の仕方は絵で描かれており、
分かりやすい。

薄い紙でできている。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
3　児童・生徒の特性及び必要性等

保健 からだのえほん７  なみだくんありがと
う

あかね書房

目にゴミが入ったときや悲しいと
き、どうして涙が出るのかなど、
涙の働きについて、涙を擬人化
し、説明役として進められてい
る。

公園で遊んでいる子どもの目に
ゴミが入り、涙が出たことに始ま
り、その涙が説明役として構成さ
れている。

涙の働きが具体的に説明されて
いて分かりやすい。

Ｂ５判で装丁もしっかりしてい
る。

会話形式の優しい文章で展開し
ているので、興味をもって学習し
やすい。

保健 子どもの健康を考える絵本（５）
こんなときどうするの？

偕成社
いろいろなケガに対する対処
の仕方が示されている。

全３１頁で、事故やケガの処
置が頁ごとに掲載されてい
る。

イラストが見やすい。文字数
は適当である。

紙質は丈夫で耐久性がある。

イラストでけがの処置が書い
てあるので、視覚的優位の児
童にとって学びやすい本に
なっており、場面に応じて考
えながら学習を進めることが
できる。

基本的な身体の動かし方につ
いて、正しい例と悪い例を分
かりやすく説明しているた
め、身体を動かす感覚の育っ
ていない児童に対しても、イ
メージしやすく、身体の動き
について理解を促すことがで
きる。

身体の動かし方のイメージが
わかない児童に対し、日常動
作や基本的な身体の動かし方
について、正しい例と悪い例
を分かりやすく説明している
ため、イメージしながら身体
の動かすことを理解すること
ができる。

日常動作や基本的な身体の動
かし方について、正しい例と
悪い例を分かりやすく説明し
ているため、ボディーイメー
ジの育っていない児童に対し
ても、イメージしやすく、身
体の動きについて理解を促す
ことができる。生活場面にお
いても、意識付けることに有
効である。イラストで表して
いるため文を読むのを苦手な
児童にはわかりやすい。

日常動作や基本的な身体の動
かし方について、イラストを
用いて分かりやすく説明して
いるため、視覚優位な児童
が、ボディーイメージや体の
動かし方を身に付けるのに適
している。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

保健
子どもとマスターする４５の操体法
改訂新版イラスト版からだのつかい
方ととのえ方

合同出版

日常動作や基本的な運動につ
いて、正しい例と悪い例を分
かりやすくイラストを使って
説明している。

全４章で構成され、４５の動
きを説明している。

全項、黒１色刷りである。
紙質は薄く、柔らかい。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）

全体の構成や各項目の配列
2－（2）

表記・表現
2－（3）

製本の仕方や耐久性等
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

保健 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ  楽
しく遊ぶ学ぶげんきの図鑑

小学館

「げんきの図鑑」は、「子ど
もの身体能力＋運動能力」
「子どもの健康」にターゲッ
トした本である。例えば、
ちょっとしたこつで効果的に
練習し運動ができるように図
説。具体的には逆上がり、か
けっこ、ボール投げ、クロー
ル、飛び箱、なわとびなど
が、できるようになる。

項目ごとに色で分けられた
り、文字の大きさを変えたり
と見やすく作られている。

すべての漢字に振りが仮名付
き楽しいイラストで意味が理
解できる。

紙は厚く、表紙もかたくでき
丈夫である。

全て振り仮名が振ってあり、
どの児童にも読みやすい。ま
た、絵や写真がカラーで載っ
ていることから、児童から興
味をひきつける。げんきに対
する項目も多く、保健に適し
た教材だと言える。イラスト
で表しているため文を読むの
が苦手な児童にはわかりやす
い。

食べ物の働きや、ミニ知識
（料理・観察・、食べ物を取
り巻く自然環境について）
も、一緒に学ぶことができ
る。また、調理実習を行うと
きに使用する食べ物が体にど
のような働きがあるのかにつ
いて理解しやすい。イラスト
で表しているため文字では理
解しにくい児童にもわかりや
すい。

全頁振り仮名のため、文字の
習得がゆっくりな児童でも、
自ら開いて学ぶことができ
る。また生活経験と結び付
け、学習効果を期待できる内
容となっている。食に関心の
高い児童に適した１冊であ
る。

保健 体育科の教科書小学校低学年～高学
年

山と渓谷社

小学校の体育の授業で習う内
容を、幅広く説明している。学習
指導要領での位置づけや、それ
ぞれの学習内容を理解するた
めのコツも解説されている。

低学年編、中学年編、高学年編
などに分かれており、それぞれ
の運動の段階的な練習方法が
説明されている。

説明文は９．５ポイントである。
全編カラーである。一連の動き
を分割した大きな写真と説明文
を掲載し、留意点等を四角囲み
で示している。

紙質は薄く、柔らかい。表紙は
柔らかい紙であり、のりとじで製
本してある。

様々な運動に関心があるが、粗
大運動が苦手な児童に対し、本
教材は写真やイラストでの説明
が多く、理解を深めるのに適し
ている。

保健 ２１世紀幼稚園百科⑪
からだのふしぎ

小学館

身体部位の名称、消化器・循環
器・骨と筋肉の仕組みや健康な
体作りについて、写真や模型を
提示し、具体的に説明している。

身体の各器官について、見開き
で１４のテーマについて見やすく
構成されている。身体の部分に
ついて幅広く解説されている。

写真、模型での図示など、身体
の部分を焦点化し分かりやすく
表現されている。細かい文字で
説明されている箇所もいくつか
見られる。各頁の下に詳細な説
明や補助資料が記載され、指導
上の参考になる。

紙質が厚く、耐久性がある。

この図鑑では必要な事柄や身
体器官を、児童の実態に応じて
取り出して指導することによっ
て、興味・関心を引き出すことが
可能である。視覚優位の児童
が、図や絵から身体の仕組みを
理解し、興味を広げることに適し
ている

保健 かこさとしからだの本２  たべもの
のたび

童心社

食べ物を口から食べて排泄す
るまでの場面を描いている絵
本である。擬人化した食べ物
が体内に入り、旅をしなが
ら、それぞれの働きを説明し
ている。

消化器の働きがいくつかの場
面で描かれており、１つの場
面について見開きの頁の構成
になっている。

文字の大きさは１３ポイント
で書かれている。全頁カラー
印刷でされている。本文は平
仮名と片仮名で表記されてい
る。

表紙はカバー付き、紙質は厚
く、耐久性がある。

絵本の内容が食べ物の消化を
理解するのに最適である。文
章や挿絵をヒントにし、学習
を進めることができる。文章
の大きさも丁度よく、挿絵を
見ながら学習を進めることが
できる。

保健 フレーベル館の図鑑ナチュラ たべ
もの

フレーベル館

子どもにとって最も身近な食
べ物を、野菜、果物、肉、
魚、調味料などに分け、特徴
や体への働きなどの情報とと
もに紹介されている。

種類ごとに色分けして分類さ
れている。

ほぼ全頁カラーの写真やイラ
ストで見やすい。

表紙はハードカバーで、耐久
性がある。製本・装丁はしっ
かりしている。重厚感はあ
る。
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今年度新たに
調査した本
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

内容、表現等、児童の興味を引
きやすい。自分のことに正しく対
処することが困難な児童が、図
や絵から興味を示し、自分で
やってみるきっかけとなることが
期待できる。

大きなイラストと分かりやす
い文章で、切り傷、やけど、
とげなどのけがなどの対処方
法が書かれている。視覚的に
優位な児童の保健分野の指導
に適している。

けがの処置について、自身で対
処が難しい児童に対し、内容や
表現など、児童の興味を引き出
しやすいものとなっており、学習
効果が期待できる。

食品の絵を多く掲載して、児童
の興味をひきやすい。また、好
きな食べ物ばかり食べるのでは
なく、基本的な栄養の知識を理
解させるとともに、栄養的にバラ
ンスのとれた食生活が、大切で
あることを示している。大人と一
緒に読める工夫もされている。
実生活で考えることが少ない栄
養素に図や絵から興味を示し、
日常生活の中で自分の体に
合った食事や健康保持の方法
について考えるきっかけになる
ことが期待される。

たくさんのイラストで健康によい
食べ物が紹介されている。ま
た、食べ物が偏りがちな児童
に、栄養的にバランスのとれた
食生活が、大切であることを理
解させやすい。絵も見やすく、視
覚的に優位な児童の保健分野
の指導に適している。

食品の絵など視覚的な情報が
多く掲載してあり、児童の興味を
ひきやすい。

栄養素について、興味をもたな
かったり、理解が難しかったりす
る児童に必要である。

保健 かがくのとも傑作集
きゅうきゅうばこ

福音館書店

毎日の生活の中で、起こりやす
い火傷、擦り傷、鼻血など１２項
目について、応急処置を具体的
に説明している。

一つの項目について、応急処置
を分かりやすく、見開きで説明し
ている。

文字も大きく読みやすい。 表紙の装丁がしっかりしている。

保健 子どもの健康を考える絵本④
からだがすきなたべものなあに？

偕成社

児童が好きそうな食べ物の話か
ら始まり、体の成長や健康維持
に必要な、栄養素について示し
ている。

口が好きな食べ物と、体に必要
な食べ物の違いを示し、健康な
体を作るには三つの栄養素をバ
ランスよくとる必要があることを
示している。

赤、黄色、緑の栄養素が含まれ
ている食べ物が、カラーの絵で
示してあり、児童にも理解しやす
い。大人に対しての解説もある。

Ｂ５判でまとめられていて、装丁
もしっかりしている。



種目
今年度新たに
調査した本
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令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

健康づくりは、日常生活の中で
効果的にできることや、健康の
自己診断の方法や病気、けが
への対処等が、具体的に書か
れている。良し悪しの判断に課
題がある児童が、例示から理解
を深めることや、興味の幅が狭
い児童が、絵から自分の身体に
ついて考えるきっかけになること
が期待できる。

すべての児童が、例示から理解
を深めたり、絵から自分の身体
について考えるきっかけとしたり
することが期待できる。

健康保持に必要な望ましい日常
生活についてまとめられてい
る。イラストと文章で分かりやす
く構成されており、視覚優位の
児童が健康的な日常生活のス
キルを身に付けるのに適してい
る。

保健 子供の生活⑥
じょうぶなからだになれるよ！

偕成社

入浴の仕方や風邪、けがをした
時の対処の仕方、日常生活の
中での健康作りのための、体の
より良い動かし方を、絵と文章で
示している。

日常生活の中で、健康作りのた
め、気を付けたい内容が、項目
ごとに見開きで示されている。ま
た、良い例、悪い例が具体的に
示されている。

文章は、漢字に全て振り仮名が
振ってある。絵も大きく色彩も豊
かで、文章と調和がよくとれてい
る。

Ｂ５判で、装丁はしっかりしてい
る。また、紙質も良く、本の大き
さも適切で扱いやすい。
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英語
◎ 和英えほん

戸田デザイン研
究所

３歳の幼児用に作られた絵辞書
である。身近な単語を中心に、
五十音順に配列されており、日
本語と英語が中とじの中扉を
使って学習できる。

五十音順に配列され、分量も無
理のない程度にまとめられてい
る。

絵が原色で明るく、単純化され
て掲示されている。単語が1頁に
五つずつの絵とともに表記さ
れ、見やすいように工夫されて
いる。

ハードカバーで耐久性のある本
である。細型で使いやすくなって
いる。

絵が原色で描かれ、見やすく
なっている。単語は身近なもの
が選択されており、英語に苦手
意識がある児童にも英語に興味
をもち、読み方に関心を覚える
などの工夫がなされている。

英語
◎ Ｅｎｊｏｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　②

日本トータルア
カデミー

登場人物の日常会話で英会話
の基本的な表現を学習できる内
容である。リスニングＣＤにネイ
ティブの発音による会話文、単
語、熟語、歌などが入っている。
アルファベットを練習する時は、
マス目が大きく使用しやすい。

ＥｎｊｏｙＥｎｇｌｉｓｈ①よりも少し内容
が発展して書かれている。

全頁が、カラーである。会話では
色分けがしてある。
はっきりとした色調の絵が、見や
すい。

紙質はやや厚みがある。表紙は
柔らかい紙で製本はのりでとじ
てある。

簡単なゲームもあるので、興味
をもって取り組みやすい。また、
実際の会話の例が分かりやすく
掲載されているため、練習しや
すい。アルファベットを覚えにく
い児童も、イラストを手がりに覚
えることができる。

英語
ＡＢＣのえほん 金の星社

ＡからＺの順にアルファベットの
大文字と小文字を一文字ずつ示
し、その文字で始まる二つの単
語が挿絵とともに示されている。

一文字について見開き２頁で構
成され、右側のページにアル
ファベットの大文字と小文字、二
つの英単語がかかれている。左
の頁に二つの単語を組み合わ
せた絵が大きく描かれている。

アルファベットは非常に大きな文
字で表記しており、英単語は２０
ポイントの文字である。アルファ
ベットと英単語の読み方は片仮
名で示している。全頁がカラー
印刷である。

紙質は光沢があり、厚い。表紙
はとても硬く、糸かがりで製本さ
れていて耐久性がある。

初めてアルファベットに触れる児
童にとって文字が大きく記載さ
れている本書は適している。本
教材は見開き２頁で一つのアル
ファベットという情報量が児童に
とって負担にならず、動物が食
べ物を食べる絵などが多く、児
童が親しみながら学習に取り組
むことができると考えられる。

授業の冒頭にカードを数枚ピッ
クアップし、フラッシュカードのよ
うに使用し、発音させる流れで
活用できる。動きを使った学習
を取り入れた授業での活用に適
している。

カードという視覚的に見るところ
を特定することで児童は集中し
てみることができる。

フラッシュカードのように使用し、
発音させる流れで繰り返し練習
を行うことで、学習の定着が難し
い児童でも学びやすい。

英語
英語のゲーム　文字であそぼう 三省堂

英語の文字を使ったゲームを通
して英語を学ぶ本である。ぬり
絵・クロスワードパズル・絵かき
うたなどのゲームやそれぞれの
テーマに合った歌などが載って
いる。

見開き２ページにひとつのテー
マが掲載されている。

カラーのイラストを使っていて分
かりやすい。

紙質、装丁ともにしっかりしてい
る。ＣＤがついている。

アルファベットなど基礎的な内容
を学ぶことができる。また、イラ
ストも分かりやすく掲載されてお
り、視覚優位な児童の学習や外
国語の導入に適している。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校

英語
英語カード  たのしい会話編 くもん出版

日常生活で使う英語の挨拶や
簡単な会話を、カードとＣＤで説
明している。

ＣＤと、４６枚のカードで構成さ
れ、箱に入っている。箱には全
カードの一覧が載っている。

全カードカラーである。表は、イ
ラストとそれに対する短文の英
語、裏は英文のみで表記されて
いる。

カードはしっかりした堅い紙で、
耐久性がある。１枚ずつばらに
して使うことも、リングでとじるこ
ともできる。
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小学校

聞きなれた歌が多く、興味をもっ
て学習できる。アルファベットが
読めなくても絵で判断できるよう
に工夫されている。英語を身近
に感じ、楽しく学ぶことができ
る。

アルファベットが読めなくても絵
で判断できるように工夫されて
いる。英語を身近に感じ、楽しく
学ぶことができる。視覚的な情
報が多いことも児童に適してい
る。また、識字が難しい児童も一
緒に使用することができる。

,

アルファベットがまだ読めな
い児童にとっても、イラスト
が多くわかりやすい内容と
なっている。また、歌う学習
が多く、親しみながら楽しく
学ぶことができる。

英語
Enjoy English①

日本トータルア
カデミー

登場人物の日常会話で英会話
の基本的な表現を学習できる内
容である。リスニングＣＤにネイ
ティブの発音による会話文、単
語、熟語、歌などが入っている。
アルファベットを練習する時は、
マス目が大きく使用しやすい。

本文の構成は、１ユニット４頁、
全１２ユニットのものである。１ユ
ニットには、会話、単語、例文、
アルファベットの書き方などが付
いている。目次もある。

表記は、教科書体で２６ポイント
である。
全頁は、カラーである。例文に
は、頁の下部は、単語の部分に
日本語訳が付いている。
はっきりとした色調の絵が、見や
すい。

紙質はやや厚みがある。表紙は
柔らかい紙で製本はのりでとじ
てある。

英語を初めて学ぶ児童にはア
ルファベットの数や大きさが最適
な教材である。視写で書きやす
い大きさになっている。また、前
頁がカラー印刷でとても見やす
い作りである。カラーで見やす
く、文字に苦手意識をもっている
児童にも興味をひきやすい。ま
た、イラストがたくさん載っている
ので、視覚優位の児童が学びや
すい教科書になっている。

CDがついていて、イラストが多く
見やすい。興味・関心をもちや
すく、分かりやすい。

耐久性がある。
英語

楽しく歌える英語のうた 成美堂出版

誰もが耳にしたことのある「英語
のうた」を英語の歌詞、和訳、楽
譜、日本語の歌詞（あるもの）と
イラストで紹介している。

29曲収録されている。英語の曲
の歌詞とその意味が分かる。歌
の練習がしやすいように、全曲
楽譜つきである。日本語の歌詞
のあるものは収録し、ないもの
は訳してある。歌詞の意味や歌
が作られた背景、踊りなども紹
介されている。



種目
今年度新たに
調査した本

書名 発行者名 1　内容
2－（1）
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2－（2）
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2－（3）

製本の仕方や耐久性等
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道徳
◎ おこりたくなったらやってみて 主婦の友社

親しみやすい主人公のキャラク
ターと一緒にいろいろな気分や
感情コントロールについて学ぶこ
とができる。

見開き２頁を１場面として、
短い文にまとまっている。

表記はUDゴシックで平仮名で、
わかりやすい。ところどころ手書
き風の文字になったり、大きく
なったりして、強調されていると
ころもある。

小さめで持ちやすく、装丁が丈夫
でしっかりしている。

ついカッとなってしまったり、思う
ようにいかないとイライラしてし
まったりする児童には、簡単な呼
吸法で、ネガティブな感情を、児
童自身で手放せるようする。主
人公に合わせて、呼吸法で落ち
着く方法を学ぶ。

道徳
◎ かなしくなったらやってみて 主婦の友社

親しみやすい主人公のキャラク
ターと一緒にいろいろな気分や
感情コントロールについて学ぶこ
とができる。

見開き２頁を１場面として、
短い文にまとまっている。

表記はUDゴシックで平仮名で、
わかりやすい。ところどころ手書
き風の文字になったり、大きく
なったりして、強調されていると
ころもある。

小さめで持ちやすく、装丁が丈夫
でしっかりしている。

優しい色合いやキャラクターが
かわいらしく親しみやすい。つい
悲しくなって泣いたり、隠れたり
する児童には、簡単な呼吸法
で、悲しみ、恐れといったネガ
ティブな感情を、児童自身で手
放せるようにする。３ステップで
まとめられており、わかりやすく
学ぶことができる。

道徳
◎ 命はどうしてたいせつなの？ 汐文社

命は大切。でも、人は命をうばっ
て食べる。命は大切。でも、とき
に人は、自分の命すら大切にで
きない。ものごとの本質を捉え、
自分で考える「こころ」を育む本。

人の命の始まりから、たくさんの
生き物を食べて成長していく様
子が描かれている。人と人との
つながり、心の動きが描かれ、
「いただきます」「ありがとう」の言
葉のもつ意味を考えさせている。

全頁カラーである。漢字には、全
て平仮名が振られている。

紙質は厚く、丈夫で耐久性があ
る。

「いただきます」「ありがとう」に込
められている人々の思いに触
れ、高学年には自分の周りの
人、すべてのものへの感謝の気
持ちや、やさしさを考えていくの
にふさわしい本である。

道徳
◎ おまえうまそうだな ポプラ社

おなかをすかせた恐ろしいティラ
ノサウルスが卵から生まれたば
かりのあかちゃん恐竜にとびか
かろうとするが、お父さんに間違
えられて始まる赤ちゃん恐竜と
の愛情の物語が描かれている。

見開き２頁を１場面として、２０場
面４０頁で構成されている。

イラストが多く分かりやすい。
表紙は硬く、のりとじで製本して
いて耐久性に優れている。

文章を読むことに慣れてきた児
童が物語を通して、弱肉強食の
世界を知ると同時に命の大切さ
や愛情の深さについて学習する
ことができる。自分よりも弱い者
を守ろうとする心情をより深く学
習できる。

道徳
◎ 子ども六法 弘文堂

法律をイラストつきで、誰でも楽
しんで読めるようになっている。
子どものときから、やってはいけ
ないことの線引きをきちんと理解
することができる。

刑法、刑事訴訟法、少年法、民
事訴訟法、日本国憲法、いじめ
防止対策推進法など、項目でわ
かれており、左のページにイラス
ト、右に説明という形で書かれて
いる。

漢字にはすべて振り仮名が振っ
てあり、小学生に読みやすくなっ
ている。

表紙はやや硬い紙で作られてお
り、21センチの大きさになってい
る。

日本で生きている中で、善悪の
判断をしっかり理解するために
はとても活用しやすい。生きてい
く上での基準を学ぶことができ
る。場面をイラストで表している
ため文字が苦手な児童にもわか
りやすい。

道徳
◎

イラスト版子どものソーシャルスキ
ル  友だち関係に勇気と自信がつく
４２のメソッド

合同出版

７章にわたり、「きっかけを
つかみたいとき」や「じぶん
の気持ちや考えを伝えたい」
など、４２の状況ごとに友だ
ちと関係を築くために身に付
けたいソーシャルスキルにつ
いて説明している。

「朝、友だちに会ったとき」
など４２場面がそれぞれ２頁
で示されている。左頁にその
状況に直面した子供の心情を
想定した記述と、当該のソー
シャルスキルを身に付ける利
点が示されている。右頁には
具体的な対処法が示されてい
る。

見出しは３６ポイントで、主
要な文字は１０ポイントで表
記されている。全頁に状況を
図示する挿絵がある。全頁黒
一色印刷である。

紙質は薄く、表紙は柔らか
い。のりとじで製本してあ
る。

各状況の対処について「身に
つけたいソーシャルスキル」
として、示されている。具体
的なポイントについて示した
分かりやすい挿絵があるた
め、状況を想像しにくい児童
にとって分かりやすい内容と
なっている。

令和3年度（2021年度）八王子市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書調査研究報告書（資料作成委員会）

小学校
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小学校

対人関係に課題がある児童
が、日常生活における友だち
との様々な場面について、相
手の気持ちの理解や困ったと
きの対処法などを学習するこ
とができる。自分について理
解することが苦手な児童に期
待できる。

学校生活や日常生活における友
達との様々なかかわり方が紹介
されている。イラストや漫画も多
用され、相手の心情理解が難し
い児童のソーシャルスキルの支
援に適している。

日常生活における相手の気持
ちの理解や困ったときの対処
法などを学習することができ
る。漫画やイラストで説明さ
れているため、視覚優位の児
童にとって理解しやすい。ま
た自学での学習にも適してい
る。

日常生活における友達との様々
な場面が想定されており、相手
の気持ちの理解や困ったときの
対処法などを学習することがで
きる。漫画形式で学べてよい。

道徳
学校では教えてくれない大切なこと
②
友だち関係～自分と仲良く～

旺文社

人との関わりをよくするため
には、まず自分のことを知
り、自分を好きになることが
大切であるということについ
て、漫画やイラストで説明し
ている。

全５章において、１９事例を
紹介している。見開き２頁を
１事例とし、一つの事柄につ
いて、漫画で説明した後、そ
の内容に対する対処方法や、
別の事例などを紹介する構成
になっている。

文字の大きさは６．５ポイン
トから１２ポイントで表記さ
れ、漢字には振り仮名が付い
ている。全頁カラー印刷であ
る。

表紙はやや硬い紙でのりとじ
で製本している。
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小学校

対人関係に課題がある児童が
日常生活における友達との様々
な場面について、相手の気持ち
の理解や困ったときの対処法な
どを学習することができる。

日常生活における友だちとの
様々な場面が想定されてお
り、対人関係に課題がある児
童が相手の気持ちの理解や
困ったときの対処法などを学
習することができる。

相手の気持ちの理解や困ったと
きの対処法などを学習すること
ができる。漫画形式で学べてよ
い。

気持ちの理解や困ったときの
対処法等を学習することで、
円滑な学校生活につながる一
つの手立てになる。

学校生活や日常生活における友
達との様々なかかわり方が紹介
されている。イラストや漫画も多
用され、自分の気持ちを他者に
うまく伝えられない児童のソー
シャルスキルの支援に適してい
る。

相手の気持ちの理解や困った
ときの対処法などを学習する
ことができる。場面をイラス
トで表しているため相手の気
持ちを考えることが苦手な児
童にはわかりやすい。

道徳
学校では教えてくれない大切なこと⑥
友だち関係～気持ちの伝え方～ 旺文社

友だち関係における、状況に応
じた気持ちの理解やふさわしい
気持ちの伝え方について、漫画
やイラストで説明している。

頁によって、文字の量に違いが
あるが、最大で１行２１文字、２１
行である。

漢字には振り仮名が付いてい
る。全頁カラー印刷である。

表紙はやや硬い紙で、のりとじで
製本している。
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小学校

実際の暮らしの中のマナーにつ
いてイラスを交えて書いてあるの
で、児童もイメージがもちやすい
本になっている。具体的な暮らし
が描かれているので道徳ではイ
メージをもつことができる。

生活全般において起こりうる
様々な場面がイラストを交えな
がらわかりやすく載っているた
め、応答の仕方など、正しいコ
ミュニケーション能力の育成が期
待できる。

字が読めない児童にとって絵
や表情で理解しやすい本に
なっている。

ブランコという身近な話題の
ために児童が興味をもちやす
い。みんなで仲良く遊ぶ方法
が描かれて終わることも良
い。繰り返しで話が進んでい
くので内容が理解しやすい。

学校や公園でよくある身近な
題材が取り上げられていて、
低学年の児童でも登場人物の
心情が理解しやすく、「親
切」や「思いやり」について
考えることができる。

道徳 子どものマナー図鑑（４）  おつきあい
のマナー

偕成社
暮らしの中で接する家族・学校・
地域などの人とのマナーについ
て具体的に示している。

１９の項目を掲載してある。１つ
の項目について見開き２頁で説
明している。

全頁カラーである。漢字には振り
仮名が付いている。イラストがた
くさん使用されている。

紙質はやや艶がある。表紙は硬
く、糸かがりで製本してあり、耐
久性がある。

道徳
ノンタンあそぼうよ（１）  ノンタ
ンぶらんこのせて 偕成社

主人公ノンタンを中心に問題
が起き、解決していくストー
リー構成である。「親切」
「思いやり」について考える
内容である。

１つの文章が短くまとまって
いる。

挿絵も親しみやすく、児童が
日常の生活を振り返りやすい
内容になっている。

耐久性がある。
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小学校

文字だけでは理解しにくい児
童も、ふだんの生活の具体的
な項目を取り上げて、基本的
なマナーについて学習できる
ようになっているため、自分
事として考えることができ
る。

日々の生活の中で、ただいけ
ないということではなく、イ
ラストや場面を見ることで文
字が苦手な児童にも社会の
ルールを理解させやすくなっ
ている。

児童の生活全般にわたって具体
的な項目を取り上げて、基本的
なマナーについて学習できるよう
になっている。イラストは、カラー
で、親しみやすい表記になって
いる。生活で適切な振る舞いを
考えることが苦手な児童にとっ
て、イラストを手掛かりに学ぶこ
とができる。

視覚優位な児童が、体験と結び
付けながら捉えることで、日常的
で、基本的な生活習慣の形成に
役立つ教材である。イラストが豊
富で内容を理解しやすい。

言葉だけでは理解が難しい児童
が、日常的なマナーを理解でき
る。道徳での学びが外出や宿泊
学習でも活用することが期待で
きる。

言葉だけでは理解が難しい児
童が、体験と結び付けながら
捉えることで、日常的、基本
的な生活習慣の形成に役立つ
教材である。全頁に振り仮名
が振ってあるため、自ら開い
て繰り返し読むことで、マ
ナー理解や定着が期待でき
る。

正しいマナーや方法の図解な
どにより、自分の失敗を素直
に受け入れられない児童や、
言葉だけでは理解が難しい児
童が、体験と結び付けながら
学習することができる。

道徳 子どものマナー図鑑（１）  ふだん
の生活のマナー

偕成社

児童の生活全般にわたって基
本的なマナーについてイラス
トを活用して説明している本
である。

日常生活を１６の項目に整理
して、基本的なマナーについ
て学べるように構成されてい
る。各項目は、１頁か見開き
の２頁で説明している。全体
の分量は３１頁で適当であ
る。

イラストに付記されている説
明の文章は、児童に話しかけ
るような表現で、詳細に説明
している。各頁の説明文の文
字の大きさは、８ポイント
で、絵は小さい。漢字には、
振り仮名が付いている。

防水性のある表紙で、各頁の
紙質は厚く、装丁もしっかり
している。

道徳 子どもの生活（３）  マナーをきちんとお
ぼえよう！

偕成社

食事のマナー、トイレの使い方、
電話の掛け方など、日常生活の
中で指導する。基本的な生活習
慣の内容を示している。

食事のマナー、手足の洗い方、
話の聞き方などが１項目ずつ見
開きになっている。

正しい方法が図解されており絵
には説明がついている。

紙質は適当である。装丁もしっ
かりしている。
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小学校

道徳 ふわふわちゃん
おでかけこんにちは

教育画劇

ふわふわちゃんが様々な動物
や植物と挨拶を交わしなが
ら、楽しそうに関わっている
様子について、単純な絵と文
で分かりやすく描いた絵本で
ある。

見開き２頁で、１３場面で構
成している。主人公が、動物
や植物と挨拶をする場面の繰
り返しで構成している。

文章は、最大で３語文で、平
仮名と片仮名で表記してい
る。全頁カラー印刷で、色彩
はやわらかく、水彩画のよう
なタッチで描かれている。

表紙はとても硬く、糸かがり
で製本しており、耐久性があ
る。

分かりやすく読みやすい文と絵
で、想像することが難しい児童が
日常生活を想起しながら、あいさ
つや気持ちについて考えること
ができる。

「自分の気持ちを言葉で相手に
伝えること」をテーマとした内容
である。礼儀を中心に、親切さや
思いやり、友情などについて学
ぶことができる。イラストが児童
にとってわかりやすい内容であ
る。

「あいさつのことば」「おもいやり
のことば」「きもちをあらわすこと
ば」などが具体的に書かれてお
り、生活場面にも適用しやすくま
とめられている。本校低学年の
児童の生活スキルを高めるのに
適している。

場面に応じて正しく言葉を使うこ
とに課題がある児童に、イラスト
で例示しながら指導することがで
きる。

道徳
あおくんときいろちゃん 至光社

青と黄色が重なって、全く
違った緑になるというテーマ
が、人と人との心の交流や共
感をして考えられる絵本であ
る。

１ページの中に丸を主人公と
見立て様々な場面を描いてい
る。文字は下の方にすべて配
置されていて、絵がメインに
なっている。

表記はすべて明朝体の平仮名
で、分かち書きをしている。

ハードカバーの上に紙の表紙
が付いている。縦横約２１㎝
で、児童には扱いやすい絵本
である。

丸で表された主人公に心を寄
せて、共感や楽しい思い出が
温かい気持ちになることを一
緒に考える学習に適してい
る。自分のことだけではな
く、いろいろな友達がいて生
活が成り立っていることを色
を通して学ぶことができる。

道徳
気持ちの本 童話館出版

うれしい気持ちや悲しい気持
ちを大切にすることや、気持
ちを表す言葉、気持ちを人に
伝える方法や人の気持ちを聞
く方法などについて具体的に
示されており、読みながら自
分に置き換えて考えられるよ
うな内容となっている。

見開き２頁で１つの内容につ
いて扱われており、色々な気
持ちを伝える方法や人の気持
ちを聞く方法について、具体
的にどうすれば良いのか例を
挙げつつ、自分だったらどん
な方法が良いか考えられるよ
うな構成になっている。

全頁カラーで、小学生が描い
たイラストがふんだんに使わ
れており、気持ちをイメージ
しやすい工夫がされている。
サイズは縦２４ｃｍ、横２０
ｃｍで、児童が扱いやすい大
きさである。

表紙は厚紙で丈夫である。製
本はしっかりしている。

イラストが多く、感じたこと
や思ったことを上手く言葉に
できず、自分の意見をはっき
りと言えない児童が、自分の
こととして考えながら学習す
ることができる。

道徳
もりのともだち 冨山房

隣同士で家を作ったうさぎと
きつねであったが、ある時、
きつねがうさぎの家を奪って
しまう。困って泣いているう
さぎのために、森の動物たち
がうさぎの家を取り返そうと
奮闘する物語である。

見開き２頁を１場面として、
１５場面で構成されている。

本文の文字の大きさは、１１
ポイントでほぼ平仮名で表記
している。

表紙は硬く、のりとじで製本
している。

文章を読むことに慣れてきた
児童が物語を通して物語を通
して、善悪の判断や正義、友
情について学習することがで
きる。気持ちを考えることが
苦手な児童にとっても、お話
が分かりやいので気持ちを想
像しやすい。

道徳 ４・５・６さいのきもちをつたえる
ことばのえほん

講談社

１日の生活の中で使う挨拶や、
相手に気持ちを伝える言葉につ
いて、説明や物語を絵と文で示
してある。

全３章において、見開き２頁で、
１６事例を紹介している。目次と
索引がある。

本文の文字の大きさは、１７ポイ
ントで表記している。平仮名と片
仮名で表記し、片仮名には振り
仮名が付いている。全頁カラー
印刷で、説明や物語によって、イ
ラストの作風が異なる。

表紙はとても硬く、糸かがりで製
本しているため、耐久性がある。
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道徳
12ヶ月の親子で楽しむ和の行事 日東書院

日本の伝統文化を学ぶ基礎とな
る内容である。行事の内容、由
来や意味が説明されていたり、
行事にちなんだレシピやマナー、
科学的な知識まで掲載されてい
たりと幅広い。

月ごとに行事が紹介されてい
る。行事に関連する内容が集め
られ、分かりやすい。

大きな文字ですべて振り仮名付
きである。写真、イラストが全頁
にある。

表紙はハードカバーで耐久性が
ある。製本・装丁はしっかりして
いる。AB版128ページとなってい
る

月ごとに、季節の日本の伝統的
な行事が学習でき、日常生活と
季節を関連させて考えることが
難しい児童にとって、学習効果
の期待できる内容になっている。
また、文字が大きく、漢字と振り
仮名の両方で表記されているた
め、低学年から高学年まで長く
使用しながら繰り返し学習するこ
とができる。

物語を通して、自己を見つめ、自
己の特徴に気付き、個性を大切
にすることについて学習すること
ができる。挿絵が児童の理解に
とって有効である。

描かれている絵とともに、文章を
理解することができる。自己を見
つめ、自己の特徴に気付き、個
性を大切にすることについて学
習することができる。

文章を読むことに慣れてきた児
童が物語を通して、自己を見つ
め、自己の特徴に気付き、個性
を大切にすることについて学習
することができる。

様々な場面における実践的な
対処法を学ぶことができ、実
際の場面で活用しやすい。
ワークシート形式になってい
るため、学習を進める中で自
分で考えたことを書き込みで
きる。その内容が、日々の振
り返りにも活用できる。

「ワーク」では応用的な対処
法について問題が設定され、
児童が直接解答を書き込める
ようになっている。様々な場
面における実践的な対処法を
学ぶことができ、実際の場面
で活用しやすい。場面をイラ
ストで表しているため文字が
苦手な児童にはわかりやす
い。

様々な生活場面におけるコミュ
ニケーション方法が具体的に書
かれている。また、困ったときの
対処方法などにも触れられてお
り、中学年児童のソーシャルス
キルを高めるのに適している。

道徳
たいせつなこと フレーベル館

植物や食べ物、道具、自然な
ど、身近な物や事象について、
それぞれの特徴や様子、役割を
説明し、ありのままの姿の良さや
自己を肯定することへの気付き
を促す内容である。

見開き２頁を１場面として、１１場
面で構成している。頁によって文
字の量に違いがあるが、１行１６
文字、１０行程度である。

本文の文字の大きさは、１２ポイ
ントで表記されている。文字は全
て平仮名で表記され、分かち書
きである。全頁カラー印刷であ
る。

表紙は硬く、のりとじで製本され
てる。

道徳
イラスト版　気持ちの伝え方　コ
ミュニケーションに自信がつく　４
４のトレーニング

合同出版

６章にわたり「きっかけをつ
くるトレーニング」など、児
童が「こんなときになんて言
うんだろう？」と思ったとき
に、すぐに使えるよう４４の
実践的な例を挙げて説明して
いる。

「知っている人にあったと
き」など４４の実践的な例が
２頁で説明されている。さら
に各実践例ごとに左頁に代表
的な対処法が示され、右頁で
は「ワーク」として「こんな
ときはどんなあいさつをして
るかな？」など応用的な対処
法等が示されている。

字は１２ポイントで表記され
ている。全実践例に状況を図
示する挿絵がある全頁黒一色
印刷である。漢字には振り仮
名が付いている。

紙質は薄く、表紙は柔らか
い。のりとじで製本してあ
る。
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小学校

場面に応じて正しく言葉を使うこ
とに課題がある児童に、イラスト
で視覚的な情報を例示しながら
指導することができる。

日々の生活の中での言葉遣い
や話し方など、身近な内容か
ら実際に遭遇しにくいことも
豊富なイラストを活用するこ
とで具体的に考えることがで
き、理解につながりやすい。

日常の生活での言葉遣いや特
定の場面での話し方など、実
際に、その場面に遭遇するこ
とがないとできないこともイ
ラストを見ながら理解するこ
とができる。文字だけでなく
イラスト、場面で文字が苦手
な児童にも理解しやすくなっ
ている。

具体的な学校生活や日常生活
での敬語の使い方が書かれて
いる。イラストにより場面の
理解もしやすく、低学年の児
童が初めて敬語を意識して身
に付け、生活スキルを高めて
いくのに適している。

物語によって、テーマが異な
るため、友情や思いやり、生
命の尊さなど、様々な内容に
ついて、学習することができ
る。お話に興味がある児童な
ので、物語を楽しみながら心
情について考えることができ
る。

児童がこれまで経験したことが
あるような内容が多く、登場人物
の気持ちを考えたり、想像したり
しやすく、学習効果を期待でき
る。短編ということで、文章理解
の難しい子にとっても、情報量が
少なく、理解しやすい内容となっ
ている。

文章を読むことに慣れてきた児
童が、お話を通して各テーマに
ついて考えることができる。

道徳 こどもマナーとけいご絵じてん
三省堂

身の回りのマナーや敬語の使い
方をイラストで分かりやすく学ぶ
ことができる。

あいさつから始まり、学校生活な
どの児童の身の回りの生活に密
着した内容構成になっている

イラストで、分かりやすく書かれ
ており、振り仮名も振ってあり、
見やすく、読みやすい。

固い紙で作られており、耐久性
がある。

道徳 おひさまセレクション
勇気をくれるおはなし16話

小学館

友情、家族、勇気、希望等を
テーマに、１６話の物語が集
録された絵本である。それぞ
れの話で作者が異なるため、
バラエティーに富んだ内容に
なっている。外国の民話やイ
ソップ物語も集録されてい
る。

全１６話で、１話を４頁から
８頁で構成している。文字数
は、最も多い頁で１９３文字
である。

本文の文字の大きさは、１２
ポイントから１４ポイントで
表記している。全て平仮名で
表記している。全頁カラー印
刷で、１話ごとにイラストの
作者が異なるため、絵の色彩
や描き方が異なっている。

表紙はやや厚く、のりとじで
製本している。


